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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　1)式I
【化１】

の殺虫性化合物、並びに
　2)以下のAからBの群の化合物
　A)ピラクロストロビンであるストロビルリン殺菌剤;
　B)フルキサピロキサドであるカルボキシアニリド;
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から選択される少なくとも一つの殺菌化合物II
を相乗的に有効な量で含む混合物。
【請求項２】
　殺菌化合物IIがピラクロストロビンである、請求項1に記載の混合物。
【請求項３】
　殺菌化合物IIがフルキサピロキサドである、請求項1に記載の混合物。
【請求項４】
　化合物I:IIの重量比が1:500から1500:1である、請求項1から3のいずれかに記載の混合
物。
【請求項５】
　化合物I:IIの重量比が1:1から1500:1である、請求項1から4のいずれかに記載の混合物
。
【請求項６】
　液体又は固体の担体及び請求項1から5のいずれかに記載の混合物を含む、殺有害生物組
成物。
【請求項７】
　植物の健康を向上させ、及び/又は収量を増加させるための方法であって、植物、植物
が成長するか、成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖材料が、請求項1
から5のいずれかに記載の混合物の有効量で処理される方法。
【請求項８】
　有害生物を防除するための方法であって、有害生物、それらの生息地、供給食物、繁殖
場、それらの場所又は有害生物による攻撃から保護すべき植物、土又は植物増殖材料が、
請求項1から5のいずれかに記載の混合物の有効量で処理される方法（ヒトにおける有害生
物を防除するための方法を除く）。
【請求項９】
　植物増殖材料及び/又はそこから成長する植物を有害生物から保護するための方法であ
って、植物増殖材料を、請求項1から5のいずれかに記載の混合物と殺有害生物剤として有
効な量で接触させることを含む方法。
【請求項１０】
　請求項1から5のいずれかに記載の化合物が同時に、すなわち一緒に若しくは別々に、又
は連続して施用される、請求項7から9のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　請求項1から5のいずれかに記載の混合物を、100kgの植物増殖材料につき0.01gから10kg
の量で含む植物増殖材料。
【請求項１２】
　植物の健康を向上させるための、請求項1から5のいずれかに記載の混合物の使用。
【請求項１３】
　有害生物を防除するための、請求項1から5のいずれかに記載の混合物の使用（ヒトにお
ける有害生物を防除するための使用を除く）。
【請求項１４】
　有害生物が植物病原性菌類及び有害無脊椎動物から選択される、請求項8から10のいず
れかに記載の方法又は請求項13に記載の使用。
【請求項１５】
　有害無脊椎動物が、有害節足動物である、請求項14に記載の方法又は使用。
【請求項１６】
　有害無脊椎動物が、昆虫である、請求項15に記載の方法又は使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、
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1)式I
【化１】

【０００２】
の殺虫化合物、並びに
2)A)アゾキシストロビン、クメトキシストロビン、クモキシストロビン、ジモキシストロ
ビン、エネストロブリン、フルオキサストロビン、クレソキシムメチル、メトミノストロ
ビン、オリザストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビン、ピラメトストロビ
ン、ピラオキシストロビン、ピリベンカルブ、トリフロキシストロビン、2-[2-(2,5-ジメ
チル-フェノキシメチル)-フェニル]-3-メトキシ-アクリル酸メチルエステル及び2(2-(3-(
2,6-ジクロロフェニル)-1-メチル-アリリデンアミノオキシメチル)-フェニル)-2-メトキ
シイミノ-N-メチルアセトアミドからなるストロビルリン系殺菌剤の群;又は
B)フルキサピロキサド、ビキサフェン、ペンフルフェン、ペンチオピラド、イソピラザム
、セダキサン、ベナラキシル、ベナラキシル-M、ベノダニル、ボスカリド、カルボキシン
、フェンフラム、フェンヘキサミド、フルトラニル、フラメトピル、イソチアニル、キラ
ラキシル、メプロニル、メタラキシル、オフレース、オキサジキシル、オキシカルボキシ
ン、テクロフタラム、チフルザミド、チアジニル、2-アミノ-4メチル-チアゾール-5-カル
ボキシアニリド、N-(4'-トリフルオロメチルチオビフェニル-2-イル)-3-ジフルオロメチ
ル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びN-(2-(1,3,3-トリメチル-ブチル)-フ
ェニル)-1,3-ジメチル-5-フルオロ-1H-ピラゾール-4カルボキサミドからなるカルボキシ
アニリドの群;又は
C)ジメトモルフ、フルモルフ、ピリモルフからなるカルボン酸モルホリドの群;又は
Cc)ベンズイミダゾール又はチオファネート、チオファネートメチル、デバカルブ及びフ
ロファネートからなるベンズイミダゾール放出前駆体からなる群;又は
D)フルメトベル、フルオピコリド、フルオピラム、ゾキサミドからなる安息香酸アミドの
群;又は
E)カルボキサミドのカルプロパミド、ジシクロメット、マンジプロアミド、オキシテトラ
サイクリン、シルチオファム及びN-(6-メトキシ-ピリジン-3-イル)シクロプロパンカルボ
ン酸アミド;又は
F)トリアゾール殺菌剤のアザコナゾール、ビテルタノール、ブロムコナゾール、シプロコ
ナゾール、ジフェノコナゾール、ジニコナゾール、ジニコナゾール-M、エポキシコナゾー
ル、フェンブコナゾール、フルキンコナゾール、フルシラゾール、フルトリアホル、ヘキ
サコナゾール、イミベンコナゾール、イプコナゾール、メトコナゾール、ミクロブタニル
、オキシポコナゾール、パクロブトラゾール、ペンコナゾール、プロピコナゾール、プロ
チオコナゾール、シメコナゾール、テブコナゾール、テトラコナゾール、トリアジメホン
、トリアジメノール、トリチコナゾール、ウニコナゾール;及び
イミダゾール殺菌剤のシアゾファミド、イマザリル、ペフラゾエート、プロクロラズ、ト
リフルミゾール;及び
アゾールのエタボキサム、エトリジアゾール、ヒメキサゾール及び2-(4-クロロフェニル)
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-N-[4-(3,4-ジメトキシフェニル)イソキサゾール-5-イル]-2-プロパ-2-イニロキシアセタ
ミドからなる、アゾール殺菌剤の群;又は
G)フルアジナム、ピリフェノックス、3-[5-(4-クロロフェニル)-2,3-ジメチル-イソキサ
ゾリジン-3イル]-ピリジン、3-[5-(4-メチルフェニル)-2,3-ジメチル-イソキサゾリジン-
3-イル]-ピリジンからなるピリジンの群;又は
H)ブピリメート、シプロジニル、ジフルメトリム、フェナリモル、フェリムゾン、メパニ
ピリム、ニトラピリン、ヌアリモル、ピリメタニルからなるピリミジンの群;又は
I)トリホリンからなるピペラジンの群;又は
J)フェンピクロニル、フルジオキソニルからなるピロールの群;又は
K)アルジモルフ、ドデモルフ、ドデモルフアセテート、フェンプロピモルフ、トリデモル
フからなるモルホリンの群;又は
L)フェンプロピジンからなるピペリジンの群;又は
M)フルオロイミド、イプロジオン、プロシミドン、ビンクロゾリンからなるジカルボキシ
イミドの群;又は
N)ファモキサドン、フェナミドン、フルチアニル、オクチリノン、プロベナゾール、5-ア
ミノ-2-イソプロピル-3-オキソ-4-オルト-トリル-2,3-ジヒドロピラゾール-1-カルボチオ
酸S-アリルエステルからなる非芳香族5員複素環の群;又は
O)殺菌剤アシベンゾラル-S-メチル、アメトクトラジン、アミスルブロム、アニラジン、
ブラストサイジン-S、キャプタホル、キャプタン、キノメチオネート、ダゾメット、ジク
ロメジン、ジフェンゾコート、ジフェンゾコートメチルスルフェート、フェノキサニル、
ホルペット、オキソリン酸、ピペラリン、プロキナジド、ピロキロン、キノキシフェン、
トリアゾキシド、トリシクラゾール、2-ブトキシ-6-ヨード-3-プロピルクロメン-4-オン
、5-クロロ-1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-2-メチル-1H-ベンゾイミダゾール及
び5-クロロ-7-(4-メチルピペリジン-1-イル)-6-(2,4,6-トリフルオロフェニル)-[1,2,4]
トリアゾロ[1,5-a]ピリミジンからなる群;又は
P)チオ-及びジチオカーバメートのファーバム、マンコゼブ、マンネブ、メタム、メタス
ルホカルブ、メチラム、プロピネブ、チラム、ジネブ及びジラム;又は
Q)カルバミン酸エステルのベンチアバリカルブ、ジエトフェンカルブ、イプロバリカルブ
、プロパモカルブ、プロパモカルブ塩酸塩、バリフェナレート及びN-(1-(1-(4-シアノ-フ
ェニル)エタンスルホニル)-ブタ-2-イル)カルバミン酸-(4-フルオロフェニル)エステル;
又は
R)グアニジン、ドジン、ドジン遊離塩基、グアザチン、グアザチン酢酸塩、イミノクタジ
ン、イミノクタジン三酢酸塩及びイミノクタジントリス(アルベシレート)からなるグアニ
ジン殺菌剤;又は
S)カスガマイシン、カスガマイシン塩酸塩水和物、ストレプトマイシン、ポリオキシン及
びバリダマイシンAからなる抗生物質殺菌剤;又は
T)ビナパクリル、ジクロラン、ジノブトン、ジノキャップ、ニトロタール-イソプロピル
及びテクナゼンからなるニトロフェニル誘導体;又は
U)フェンチン塩、例えばフェンチン-アセテート、フェンチンクロリド又はフェンチンヒ
ドロキシドからなる有機金属化合物;又は
V)ジチアノン、イソプロチオランからなる含硫ヘテロシクリル化合物;又は
W)エジフェンホス、ホセチル、ホセチル-アルミニウム、イプロベンホス、リン酸及びそ
の塩、ピラゾホス、トルクロホスメチルからなる有機リン化合物;又は
X)クロロタロニル、ジクロフルアニド、ジクロロフェン、フルスルファミド、ヘキサクロ
ロベンゼン、ペンシクロン、ペンタクロルフェノール及びその塩、フタリド、キントゼン
、トリルフルアニド、N-(4-クロロ-2-ニトロフェニル)-N-エチル-4-メチル-ベンゼンスル
ホンアミドからなる有機塩素化合物;又は
Y)ボルドー液、酢酸銅、水酸化銅、オキシ塩化銅、塩基性硫酸銅、硫黄からなる無機活性
物質;又は
Z)アンペロミセス・キスカリス(Ampelomyces quisqualis)、アスペルギルス・フラブス(A
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spergillus flavus)、オーレオバシジウム・プルラン(Aureobasidium pullulans)、バシ
ラス・プミルス(Bacillus pumilus)、枯草菌(Bacillus subtilis)、枯草菌var.アミロリ
クファシエンス(amyloliquefaciens) FZB24、カンジダ・オレオフィラ(Candida oleophil
a) I-82、カンジダ・サイトアーナ(Candida saitoana)、クロノスタキス・ロゼアf.カテ
ヌラータ(Clonostachys rosea f. catenulata)、グリオクラディウム・カテヌラータム(G
liocladium catenulatum)とも呼ばれる、コニオチリウム・ミニタンス(Coniothyrium min
itans)、クリフォネクトリア・パラジティカ(Cryphonectria parasitica)、クリプトコッ
クス・アルビドゥス(Cryptococcus albidus)、フザリウム・オキシスポラム(Fusarium ox
ysporum)、メチニコウィア・フラクチコーラ(Metschnikowia fructicola)、ミクロドキウ
ム・ジメラム(Microdochium dimerum)、フレビオプシス・ジャイギャンテア(Phlebiopsis
 gigantea)、シュードジマ・フロキュローザ(Pseudozyma flocculosa)、ピチウム・オリ
ガンドラム(Pythium oligandrum) DV74、レイノウトリア・サハリネンシス(Reynoutria s
achlinensis)、タラロミセス・フラブス(Talaromyces flavus) V117b、トリコデルマ・ア
スペレラム(Trichoderma asperellum) SKT-1、T.アトロビリデ(T. atroviride) LC52、T.
ハルジアナム(T. harzianum) T-22、T.ハルジアナムTh 35、T.ハルジアナムT-39、T.ハル
ジアナム、及びT.ビリデ(T. viride)、T.ハルジアナムICC012とT.ビリデICC080、T.ポリ
スポラム(T. polysporum)とT.ハルジアナム、T.ストロマチカム(T. stromaticum)、T.ビ
レンス(T. virens) GL-21、T.ビリデ、T.ビリデTV1、ウロクラジウム・ウデマンシー(Ulo
cladium oudemansii) HRU3からなる抗菌性生物防除剤、植物生体活性剤;或いは
Ab)殺菌剤である、ビフェニル、ブロノポール、シフルフェナミド、シモキサニル、ジフ
ェニルアミン、メトラフェノン、ピリオフェノン、ミルジオマイシン、オキシン銅、プロ
ヘキサジオンカルシウム、スピロキサミン、テブフロキン、トリルフルアニド、N-(シク
ロプロピルメトキシイミノ-(6-ジフルオロ-メトキシ-2,3-ジフルオロフェニル)-メチル)-
2-フェニルアセトアミド、N'-(4-(4-クロロ-3-トリフルオロメチルフェノキシ)-2,5-ジメ
チル-フェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、N'-(4-(4-フルオロ-3-トリフルオロメ
チル-フェノキシ)-2,5-ジメチルフェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、N'-(2-メチ
ル-5-トリフルオロメチル-4-(3-トリメチルシラニル-プロポキシ)-フェニル)-N-エチル-N
-メチルホルマミジン、N'-(5-ジフルオロメチル-2-メチル-4-(3-トリメチルシラニル-プ
ロポキシ)-フェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、2-{1-[2-(5-メチル-3-トリフル
オロメチル-ピラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-チアゾール-4-カルボン
酸メチル-(1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフタレン-1-イル)-アミド、2-{1-[2-(5-メチル-3-ト
リフルオロメチル-ピラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-チアゾール-4-カ
ルボン酸メチル-(R)-1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフタレン-1-イル-アミド、メトキシ酢酸6-
tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-キノリン-4-イルエステル及びN-メチル-2-{1-[(5
-メチル-3-トリフルオロ-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}
-N-[(1R)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-イル]-4-チアゾールカルボキサミドからな
る群
から選択される一つ又は複数、例えば一つ、二つ、三つ又は四つ、特に一つの殺菌化合物
II
を相乗的有効量で含む相乗的混合物に関する。
【０００３】
　以下、式Iの化合物は、「化合物I」と命名する。
【０００４】
　本発明による混合物は、化合物I及び少なくとも一つの化合物IIの物理的混合物であっ
てよい。したがって、本発明は、化合物I及び少なくとも一つの化合物IIを含む物理的混
合物も提供する。しかし、混合物は、化合物Iと少なくとも一つの化合物IIとの任意の組
合せであってもよく、化合物I及びIIが同じ製剤中に一緒に存在する必要はない。
【０００５】
　化合物I及び少なくとも一つの化合物IIが同じ製剤中に一緒に存在しない本発明による
混合物の例は、構成材(parts)のキットである。構成材のキットでは、キットの二つ以上
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の構成成分が別々にパッケージされ、前もって製剤化されない。さらなる詳細を、下で説
明する。
【０００６】
　本発明は、式Iの化合物及び式IIの一つの化合物を含む、二成分混合物にさらに関する
。
【０００７】
　本発明は、式Iの化合物及び式IIの二つの異なる化合物、又は式Iの化合物、式IIの一化
合物及びさらなる一つの活性化合物IIIを相乗的に有効な量で含む三成分混合物にも関し
、そこで、化合物IIIは、化合物Iと異なる殺虫剤及び化合物IIと異なる殺菌剤から、好ま
しくは化合物Iと異なる殺虫剤から選択される。
【０００８】
　好ましくは、本発明は、式Iの化合物及び二つの異なる化合物IIを相乗的に有効な量で
含む三成分混合物に関し、化合物IIは、チオファネートメチル、メタラキシル、アゾキシ
ストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン、プロクロラズ、フルジオキ
ソニル、ジメトモルフ、トリチコナゾール、ジフェノコナゾール、クレソキシムメチル、
ボスカリド、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラド、セ
ダキサン及びピリメタニルから選択される。
【０００９】
　或いは好ましくは、本発明は、式Iの化合物、一つの化合物II及び一つの化合物IIIを相
乗的に有効な量で含む三成分混合物に関し、そこで、
a)化合物IIは、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン、ク
レソキシムメチル、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラ
ド及びセダキサンから選択され;
b)化合物IIIは、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム及びフィプロニル
から選択される。
【００１０】
　本発明は、式Iの化合物及び式IIの三つの異なる化合物、又は式Iの化合物、式IIの二つ
の異なる化合物及びさらなる一つの活性化合物III、又は好ましくは、式Iの化合物、式II
の一化合物及びさらなる二つの活性化合物IIIを相乗的に有効な量で含む四成分混合物に
も関し、そこで、化合物IIIは上で定義されるとおりである。
【００１１】
　好ましくは、本発明は、式Iの化合物、一つの化合物II及び二つの化合物IIIを相乗的に
有効な量で含む四成分混合物にも関し、
a)化合物IIは、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン、ク
レソキシムメチル、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラ
ド及びセダキサンから選択され;
b)化合物III(1)は、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムから選択され;
c)化合物III(2)は、フィプロニルから選択される。
【００１２】
　本発明は、式Iの化合物及び式IIの四つの異なる化合物、又は式Iの化合物、式IIの三つ
の異なる化合物及びさらなる一つの活性化合物III、又は式Iの化合物、式IIの一化合物及
びさらなる三つの活性化合物III、又は好ましくは、式Iの化合物、式IIの二つの異なる化
合物及びさらなる二つの活性化合物IIIを相乗的に有効な量で含む五成分混合物にも関し
、そこで、化合物IIIは上で定義されるとおりである。
【００１３】
　好ましくは、本発明は、式Iの化合物、二つの化合物II及び二つの化合物IIIを相乗的に
有効な量で含む五成分混合物にも関し、そこで、
a)化合物II(1)は、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン
及びクレソキシムメチルから選択され;
b)化合物II(2)は、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラ
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ド及びセダキサンから選択され;
c)化合物III(1)は、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムから選択され;
d)化合物III(2)は、フィプロニルである。
【００１４】
　上で定義される二成分、三成分、四成分又は五成分混合物中の用語「二成分」、「三成
分」、「四成分」及び「五成分」は、混合物中に存在する有効成分の数を指す。この関係
において「有効成分」は、農業上関連する作用、例えば殺菌、殺虫、除草又は殺線虫活性
を有する化合物に関する。
【００１５】
　上で言及した混合物は、以下では「本発明混合物」とも称される。
【００１６】
　本発明は、液体又は固体の担体及び上で定義される混合物を含む、殺有害生物剤の(農
業用又は獣医用の)組成物にも関する。
【００１７】
　本発明は、植物の健康を増進させるための方法にさらに関し、そこで、植物、植物が成
長するか、成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖材料は、式Iの化合物
の有効量で処理される。
【００１８】
　さらに、本発明は、有害生物を防除するための方法に関し、そこで、有害生物、それら
の生息地、繁殖場、それらの供給食物、それらの場所、又は有害生物による攻撃から保護
すべき植物、土又は植物増殖材料は、少なくとも一つの化合物IIと組み合わせた化合物I
によって有効量で処理されるか、或いは、言い換えると、本発明の混合物の有効量で処理
される。
【００１９】
　さらに、本発明は、植物増殖材料及び/又はそこから成長する植物を有害生物から保護
するための方法であって、植物増殖材料を少なくとも一つの化合物IIと組み合わせた化合
物Iと有効量で接触させること、又は、言い換えると、植物増殖材料を本発明混合物と有
効量で接触させることを含む方法にも関する。本発明は、本発明混合物で処理された植物
増殖材料をさらに含む。
【００２０】
　少なくとも一つの化合物Iと少なくとも一つの化合物IIとの「組み合わせた」使用、又
は少なくとも一つの化合物IIと「組み合わせた」少なくとも一つの化合物Iによる本発明
による処理は、一方では、化合物I及び少なくとも一つの化合物IIの物理的混合物を用い
ることと理解することができる。他方、組み合わせた使用は、化合物I及び少なくとも一
つの化合物IIを別々に用いるが、所望の効果を起こすことができるように、お互いに十分
に短い時間内に用いることにある。組み合わせた使用のより詳細な例示は、下の明細書に
見出すことができる。
【００２１】
　本発明の混合物は、殺菌活性並びに有害動物に対する活性、特に殺虫活性の両方を有す
る。したがって、本発明の用語中の「有害生物」は、植物病原性菌類及び有害動物、例え
ば昆虫、蛛形類、ダニ又は線虫などの無脊椎有害生物、特に昆虫、蛛形類又はダニなどの
節足動物の有害生物、特に昆虫に関連する。
【００２２】
　したがって、好ましい実施形態では、本発明は、植物病原性有害菌類を防除するための
方法であって、植物病原性有害菌類、それらの生息地、菌類の攻撃から保護すべき植物、
土、植物増殖材料又は資材を、上で定義される混合物の有効量と接触させること、又は言
い換えると、植物病原性有害菌類、それらの生息地、菌類の攻撃から保護すべき植物、土
、植物増殖材料又は資材を、少なくとも一つの化合物IIと組み合わせた化合物Iにより殺
菌剤として有効な量で処理することを含む方法に関する。
【００２３】
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　代わりの好ましい実施形態では、本発明は、無脊椎有害生物を防除するための方法であ
って、有害生物、それらの供給食物、それらの生息地若しくはそれらの繁殖場、又は無脊
椎有害生物が成長するか成長することができる植物、植物増殖材料、土、領域、資材若し
くは環境、又は無脊椎有害生物の攻撃若しくは加害から保護すべき資材、植物、植物増殖
材料、土、表面若しくは空間を少なくとも一つの化合物IIと組み合わせた化合物Iにより
有効量で処理すること、或いは、言い換えると、本発明の混合物の有効量で処理すること
を含む方法に関する。
【００２４】
　好ましい実施形態では、本発明は、植物増殖材料及び/又はそこから成長する植物を植
物病原性有害菌類から保護するための方法であって、植物増殖材料を本発明混合物と殺菌
剤として有効な量で接触させること、言い換えると、少なくとも一つの化合物IIと組み合
わせた化合物Iと殺菌剤として有効な量で接触させることを含む方法にも関する。本発明
は、本発明混合物で処理された植物増殖材料をさらに含む。
【００２５】
　代わりの好ましい実施形態では、本発明は、植物増殖材料を無脊椎有害生物による攻撃
又は加害から保護するための方法であって、植物増殖材料を本発明混合物と有効量で接触
させること、言い換えると、少なくとも一つの化合物IIと組み合わせた化合物Iと有効量
で接触させることを含む方法にも関する。
【００２６】
　本発明は、寄生虫による加害又は感染に対して動物を処置、防除、予防又は保護するた
めの方法であって、動物に本発明の混合物の殺寄生虫剤として有効な量を経口的、局所的
又は非経口的に投与又は塗布すること、或いは、言い換えると、動物に化合物IIと組み合
わせた化合物Iを殺寄生虫剤として有効な量で投与又は塗布することを含む方法をさらに
提供する。
【００２７】
　さらに、さらなる実施形態では、本発明は、植物の健康を増進させるための方法であっ
て、そのような植物の植物増殖材料を本発明混合物と有効量で接触させること、言い換え
ると、少なくとも一つの化合物IIと組み合わせた化合物Iと有効量で接触させることを含
む方法をさらに含む。本発明は、本発明混合物で処理された植物増殖材料をさらに含む。
【００２８】
　本発明は、植物の健康を向上させるための本発明の混合物の使用にさらに関する。
【００２９】
　本発明は、有害生物を防除するための本発明の混合物の使用にさらに関する。
【００３０】
　本発明は、化合物Iの殺有害生物活性を向上させるための化合物IIの使用にさらに関す
る。
【００３１】
　用語「植物増殖材料」は、種子及び栄養形植物材料、例えば挿し木及び塊茎(例えばジ
ャガイモ)などの、植物の増殖のために用いることができる植物の全ての繁殖部分を表す
ものと理解される。これには、発芽後又は土から出芽後に移植される苗及び幼植物を含む
、植物の種子、根部、果実、塊茎、球根、根茎、新葉、新芽及び他の部分が含まれる。こ
れらの幼植物は、浸漬又は流し込みによる全体又は部分的処理によって、移植前に保護す
ることもできる。特に好ましい実施形態では、用語増殖材料は種子を表す。
【００３２】
　本発明は、植物の健康を向上させる相乗的強化作用を有する植物保護有効成分混合物、
並びに植物の健康を向上させ、及び/又は収量を増加させるための方法にさらに関し、そ
こで、植物、植物が成長するか、成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖
材料は、本発明混合物の有効量で処理される。
【背景技術】
【００３３】
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　IUPAC名[(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(シクロプロパンカルボニルオキシ)-6,
12-ジヒドロキシ-4,6a,12b-トリメチル-11-オキソ-9-(ピリジン-3-イル)-1,2,3,4,4a,5,6
,6a,12a,12b-デカヒドロ-11H,12H-ベンゾ[f]ピラノ[4,3-b]クロマン-4-イル]メチルシク
ロプロパンカルボキシレートを有する式Iの化合物並びにその殺有害生物作用はWO2006/12
9714及びWO2009/081851に記載され、その殺虫混合物はWO2008/108491に、その化合物の生
成方法は例えばWO2009/022702に開示される。
【００３４】
　化合物II並びにそれらの殺有害生物作用及びそれらを生成する方法は、一般に公知であ
る。例えば、市販化合物は、他の刊行物の中でもThe Pesticide Manual、14版、British 
Crop Protection Council (2006)で見出すことができる。フルキサピロキサド、ビキサフ
ェン、ペンフルフェン、ペンチオピラド、イソピラザム及びセダキサンは、殺菌剤として
公知であり(参照、例えばEP-A545 099、EP-A589 301、EP-A737682、EP-A824099、WO99/09
013、WO03/010149、WO03/070705、WO03/074491、WO2004/005242、WO2004/035589、WO2004
/067515、WO06/087343)、又は、それらはその中で記載される方法で調製することができ
る。
【００３５】
　メタラキシルは、以下を含む殺菌剤である:メタラキシル; 50重量%以上のR-鏡像異性体
及び50%以下のS-鏡像異性体からなるメタラキシル; 85重量%を超えるR-鏡像異性体及び15
%未満のS-鏡像異性体からなるメタラキシル; 92重量%を超えるR-鏡像異性体及び8%未満の
S-鏡像異性体からなるメタラキシル; 97重量%を超えるR-鏡像異性体及び3%未満のS-鏡像
異性体からなるメタラキシル;並びに、メフェノキサム(すなわち、97.5%を超えるR-メタ
ラキシル又はメタラキシル-M及び2.5%未満のS-鏡像異性体)。例えば、Pesticide Manual
、11版(1997)、The British Crop Protection Council、London、792頁;及びPesticide M
anual、11版(1997)、The British Crop Protection Council、London、794頁を参照。
【００３６】
　群Z)の生物的防除剤（biological control agents）の参照を、下に示す:アンペロミセ
ス・キスカリス(Ampelomyces quisqualis)(例えばIntrachem Bio GmbH & Co. KG、German
yからのAQ 10(登録商標))、アスペルギルス・フラブス(Aspergillus flavus)(例えばSyng
enta、CHからのAFLAGUARD(登録商標))、オーレオバシディウム・プルラン(Aureobasidium
 pullulans)(例えばbio-ferm GmbH、GermanyからのBOTECTOR(登録商標))、バシラス・プ
ミルス(Bacillus pumilus)(例えばAgraQuest Inc.、USAからのSONATA(登録商標)及びBALL
AD(登録商標)PlusのNRRL受託番号B-30087)、枯草菌(Bacillus subtilis)(例えば、AgraQu
est Inc.、USAからのRHAPSODY(登録商標)、SERENADE(登録商標)MAX及びSERENADE(登録商
標)ASOの分離株NRRL番号B-21661)、枯草菌変種アミロリクファシエンス(amyloliquefacie
ns) FZB24(例えばNovozyme Biologicals, Inc,、USAからのTAEGRO(登録商標))、カンジダ
・オレオフィラ(Candida oleophila) I-82(例えば、Ecogen Inc.、USAからのASPIRE(登録
商標))、カンジダ・サイトアーナ(Candida saitoana)(例えばMicro Flo Company、USA(BA
SF SE)及びArystaからのBIOCURE(登録商標)(リゾチームとの混合)及びBIOCOAT(登録商標)
)、キトサン(例えばBotriZen Ltd.、NZからのARMOUR-ZEN)、クロノスタキス・ロゼアf.カ
テヌラータ(Clonostachys rosea f. catenulata)、別称グリオクラディウム・カテヌラー
タム(Gliocladium catenulatum)(例えば分離株J1446: Verdera、FinlandからのPRESTOP(
登録商標))、コニオチリウム・ミニタンス(Coniothyrium minitans)(例えばProphyta、Ge
rmanyからのCONTANS(登録商標))、クリフォネクトリア・パラジティカ(Cryphonectria pa
rasitica)(例えばCNICM、Franceからのクリ胴枯病菌(Endothia parasitica))、クリプト
コックス・アルビドゥス(Cryptococcus albidus)(例えばAnchor Bio-Technologies、Sout
h AfricaからのYIELD PLUS(登録商標))、フザリウム・オキシスポラム(Fusarium oxyspor
um)(例えばS.I.A.P.A.、ItalyからのBIOFOX(登録商標)、Natural Plant Protection、Fra
nceからのFUSACLEAN(登録商標))、メチニコウィア・フラクチコーラ(Metschnikowia fruc
ticola)(例えばAgrogreen、IsraelからのSHEMER(登録商標))、ミクロドキウム・ジメラム
(Microdochium dimerum)(例えばAgrauxine、FranceからのANTIBOT(登録商標))、フレビオ



(10) JP 5782116 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

プシス・ジャイギャンテア(Phlebiopsis gigantea)(例えばVerdera、FinlandからのROTSO
P(登録商標))、シュードジマ・フロキュローザ(Pseudozyma flocculosa)(例えばPlant Pr
oducts Co. Ltd.、CanadaからのSPORODEX(登録商標))、ピチウム・オリガンドラム(Pythi
um oligandrum) DV74(例えばRemeslo SSRO、Biopreparaty、Czech Rep.からのPOLYVERSUM
(登録商標))、レイノウトリア・サハリネンシス(Reynoutria sachlinensis)(例えばMarro
ne BioInnovations、USAからのREGALIA(登録商標))、タラロミセス・フラブス(Talaromyc
es flavus)V117b(例えばProphyta、GermanyからのPROTUS(登録商標))、トリコデルマ・ア
スペレラム(Trichoderma asperellum) SKT-1(例えばKumiai Chemical Industry Co., Ltd
.、JapanからのECO-HOPE(登録商標))、T.アトロビリデ(T. atroviride) LC52(例えばAgri
mm Technologies Ltd、NZからのSENTINEL(登録商標))、T.ハルジアヌム(T. harzianum)T-
22(例えばFirma BioWorks Inc.、USAからのPLANTSHIELD(登録商標))、T.ハルジアヌムTH 
35(例えばMycontrol Ltd.、IsraelからのROOT PRO(登録商標))、T.ハルジアヌムT-39(例
えばMycontrol Ltd.、Israel及びMakhteshim Ltd.、IsraelからのTRICHODEX(登録商標)及
びTRICHODERMA 2000(登録商標))、T.ハルジアヌム及びT.ビリデ(T. viride)(例えばAgrim
m Technologies Ltd、NZからのTRICHOPEL)、T.ハルジアヌムICC012及びT.ビリデICC080(
例えばIsagro Ricerca、ItalyからのREMEDIER(登録商標)WP)、T.ポリスポラム(T. polysp
orum)及びT.ハルジアヌム(例えばBINAB Bio-Innovation AB、SwedenからのBINAB(登録商
標))、T.ストロマチカム(T. stromaticum)(例えばC.E.P.L.A.C.、BrazilからのTRICOVAB(
登録商標))、T.ビレンス(T. virens) GL-21(例えばCertis LLC、USAからのSOILGARD(登録
商標))、T.ビリデ(例えばEcosense Labs.(India) Pvt. Ltd.、IndienからのTRIECO(登録
商標)、T. Stanes & Co. Ltd.、IndienからのBIO-CURE(登録商標))、T.ビリデTV1(例えば
Agribiotec srl、ItalyからのT.ビリデTV1)、ウロクラジウム・オウデマンシー(Ulocladi
um oudemansii) HRU3(例えばBotry-Zen Ltd、NZからのBOTRY-ZEN(登録商標))。
【００３７】
　有害生物防除の場で起こっている一つの典型的な問題は、好ましからぬ環境影響又は毒
性作用を低減又は回避しつつも有効な有害生物防除を可能にするために、有効成分の投入
量を低減する必要性にある。
【００３８】
　用語「植物病原性有害菌類」は、以下において「有害菌類」とも略される。
【００３９】
　遭遇する別の問題は、広範囲の有害菌類に対して有効である、利用可能な有害生物防除
剤を有する必要性に関する。
【００４０】
　さらに、ノックダウン活性と長期防除との組合せ、すなわち長期作用を伴う速い作用を
有する有害生物防除剤の必要性も存在する。
【００４１】
　殺有害生物剤の使用に関する別の問題は、個々の殺有害生物化合物の反復及び排他的適
用が、多くの場合、問題の活性化合物に対して自然の又は適応性の抵抗性を発達させた有
害な菌類の急速な選択につながることである。したがって、抵抗性を阻止又は克服するの
を助ける有害生物防除剤の必要性がある。
【００４２】
　本発明の根拠をなす別の問題は、一般に、及び以下において「植物の健康」と呼ばれる
過程である、植物を向上させる組成物に対する要望である。
【００４３】
　用語植物の健康は、有害生物の防除に関係しない植物の様々な種類の向上を含む。例え
ば、指摘することができる有利な特性は、以下を含む向上した作物の特徴である:出芽、
作物収量、タンパク含有量、含油量、デンプン含量、より発達した根系(向上した根の成
長)、向上したストレス許容度(例えばかんばつ、熱、塩分、UV、水、寒さに対して)、低
減されたエチレン(低減された産生及び/又は受容の阻止)、分げつ増加、草高の増加、よ
り大きい葉身、より少ない死根出葉、より強い分げつ、より濃い緑色の葉色、色素含量、
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光合成活性、より少ない必要投入量(肥料又は水など)、より少ない必要種子、より多い有
効分げつ、より早期の開花、早期の穀粒成熟、より少ない植物節(倒伏)、新葉の成長の増
加、強化された植物活力、増加した植物株立ち及び早期でより良い発芽;又は当分野の技
術者によく知られている他の任意の利点。
【００４４】
　植物増殖材料(好ましくは種子)の処理に関連して用いられる場合、用語「植物の健康」
は「種子の活力」と同等である。種子の活力は、様々な因子で現れる。植物の活力の現れ
である因子の例は、以下の通りである:
　(a)全体的な視覚的外観;
　(b)根の成長及び/又は根の発達;
　(c)葉面積のサイズ;
　(d)葉の緑色の色合いの強度;
　(e)地面の近くの枯れ葉の数;
　(f)草高;
　(g)植物重量;
　(h)成長速度;
　(i)植物株立ち密度;
　(j)発芽挙動;
　(k)出芽挙動;
　(l)新葉の数;
　(m)新葉の型(質及び生産性)
　(n)植物の強さ、例えば生物的又は非生物的ストレスへの抵抗性;
　(o)壊死の存在;
　(p)老化挙動。
【００４５】
　好ましくは、用語「種子の活力」は、植物の株立ち密度、種子の保存性及び/又は発芽
挙動を表す。
【００４６】
　作物保護での様々な努力のさらなる目的は、植物の収量を増加させることである。「収
量」とは、穀物、本来の意味での果物、野菜、ナッツ類、穀物、種子、木材(例えば造林
植物の場合)又はさらに花(例えば園芸植物、観賞植物の場合)などの、植物によって生成
される経済価値のあるあらゆる植物生産物と理解されるべきである。植物生産物は、収穫
した後にさらに利用すること及び/又は加工することもできる。
【００４７】
　本発明により、植物、特に農業、造林及び/又は園芸植物、好ましくは農業植物の「増
加する収量」は、それぞれの植物の生産物の収量が、同じ条件の下であるが本発明による
混合物の施用なしで生産される植物の同じ生産物の収量よりかなり上回る量で増加するこ
とを意味する。
【００４８】
　増加する収量は、中でも植物の以下の向上した特性で特徴づけることができる:
・増加する植物重量
・増加する草高
・より重い全体の新鮮重量(FW)などの増加するバイオマス
・より高い穀物収量
・より多くの分げつ
・より大きな葉
・増加する新葉の成長
・増加するタンパク含有量
・増加する含油量
・増加するデンプン含量
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・増加する色素含量。
【００４９】
　本発明によると、収量は、少なくとも2%、好ましくは少なくとも4%、より好ましくは少
なくとも8%、さらにより好ましくは少なくとも16%増加する。
【００５０】
　本発明の混合物又は化合物Iが単独で用いられるときの上記の効果、すなわち植物の作
物収量増加は、植物が生物的ストレスの下にないとき、特に植物が有害生物からの圧力、
例えば菌類又は昆虫からのストレスの下にないときにも存在することが強調されなければ
ならない。有害生物の攻撃をこうむる植物は、有害生物に対して治療的又は予防的処理を
受け、生物的ストレス因子に起因する傷害なしに成長することができる植物と比較して、
より小さなバイオマス及びより小さな作物収量を生じることは明白である。しかし、本発
明による使用及び方法は、いかなる生物的ストレスもない場合でさえ、特にいかなる有害
生物もない場合でさえ、作物収量の増加をもたらす。これは、作物収量に及ぼす本発明の
混合物又は単独で用いられる化合物Iの正の効果は、混合物の殺有害生物活性だけで説明
することができず、さらなる活性プロファイルに基づくことを意味する。しかし、当然な
がら、生物的ストレス下の植物も、本発明の方法により処理することができる。
【００５１】
　EP2119361及びEP2223599は、とりわけ式Iの化合物を含むことができるいくつかの殺有
害生物混合物を開示する。
【００５２】
　しかし、具体的な本発明混合物並びに当初に定義されるそれらの顕著な相乗的殺菌作用
及び/又は植物健康作用はそこで開示されておらず、さらにそのような組合せが、特に種
子処理目的へのその適合性を有する可能性も開示されていない。
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【特許文献４】WO2009/022702
【特許文献５】EP-A545 099
【特許文献６】EP-A589 301
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【特許文献８】EP-A824099
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【非特許文献３】Pesticide Manual、11版(1997)、The British Crop Protection Counci
l、London、794頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００５５】
　したがって、本発明の目的は、投入量を低減する問題、及び/又は活性のスペクトルを
増強する問題、及び/又はノックダウン活性を長期防除と組み合わせる問題、及び/又は抵
抗性管理の問題、及び/又は植物の健康を促進する問題を解決する殺有害生物混合物を提
供することであった。
【００５６】
　さらに本発明の目的は、植物の健康を増進する方法を提供することであった。
【課題を解決するための手段】
【００５７】
　この目的は、初めに定義した活性化合物を含む複合混合物によって一部、又は全てが達
成されることがわかった。
【００５８】
　本明細書で、植物の健康を増進させるための方法が見出され、そこで、植物、植物が成
長するか、成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖材料は、式Iの化合物
の有効量で処理され、好ましくは植物が成長する植物増殖材料が式Iの化合物の有効量で
処理される。植物増殖材料のそのような後者の処理は、種子活力の増加をもたらす。
【００５９】
　初めで定義した混合物は、個々の化合物で可能である防除率と比較して、有害菌類又は
有害動物などの有害生物、好ましくは有害菌類に対して著しく強化された作用を示すこと
、及び/又は植物、植物の部分、植物増殖材料(好ましくは種子)又はそれらの成長場所に
施用されるときに、植物の健康を向上させるために適することがわかった。
【００６０】
　本発明混合物の作用は、混合物に存在する活性化合物単独の殺菌若しくは殺虫作用など
の殺有害生物作用、好ましくは殺菌作用、及び/又は植物健康向上作用を大きく超えるこ
とがわかった(相乗作用)。
【００６１】
　特に、本発明混合物の作用は、種子処理として適用される場合、混合物に存在する活性
化合物単独の殺菌若しくは殺虫作用などの殺有害生物作用、好ましくは殺菌作用、及び/
又は植物健康向上作用を大きく超えることがわかった(相乗作用)。
【００６２】
　これらの混合物は、植物、植物の部分、種子又はそれらの成長場所、好ましくは植物及
び植物増殖材料、より好ましくは種子に施用されるときに、植物の健康を向上させるため
にも適する。
【００６３】
　さらに、化合物I及び化合物IIの同時、すなわち一緒の若しくは別々の施用、又は化合
物I及び化合物IIの逐次施用は、個々の化合物で可能である防除率と比較して、有害菌類
又は有害動物などの有害生物、好ましくは有害菌類の強化された防除を可能にすることが
わかった(相乗的混合物)。
【００６４】
　さらに、化合物I及び化合物IIの同時、すなわち一緒の若しくは別々の施用、又は化合
物I及び化合物IIの逐次施用は、個々の化合物で可能である植物健康効果と比較して、強
化された植物健康効果を提供することがわかった(相乗的混合物であり、相乗作用は植物
健康相乗作用である)。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　一般には、化合物I及び少なくとも一つの化合物IIを含むそれぞれの混合物の全体的な
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重量比は、1:500から1500:1、好ましくは1:100から1500:1、より好ましくは1:25から1500
:1、さらにより好ましくは1:10から1500:1、特に1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1
又は20:1から1100:1である。
【００６６】
　好ましい実施形態では、本発明は、
1)式I
【化２】

【００６７】
の殺虫化合物、並びに
2)以下のAからAbの群の化合物
　A)クメトキシストロビン、クモキシストロビン、ジモキシストロビン、エネストロブリ
ン、メトミノストロビン、ピラクロストロビン、ピラメトストロビン、ピラオキシストロ
ビン、2-[2-(2,5-ジメチル-フェノキシメチル)-フェニル]-3-メトキシ-アクリル酸メチル
エステル及び2-(2-(3-(2,6-ジクロロフェニル)-1-メチル-アリリデンアミノオキシメチル
)-フェニル)-2-メトキシイミノ-N-メチルアセトアミドからなる群から選択されるストロ
ビルリン殺菌剤;
　B)フルキサピロキサド、ビキサフェン、ペンフルフェン、ソピラザム、セダキサン、ベ
ノダニル、カルボキシン、フェンフラム、フェンヘキサミド、フラメトピル、キララキシ
ル、オキシカルボキシン、テクロフタラム、チフルザミド、2-アミノ-4メチル-チアゾー
ル-5-カルボキシアニリド、N-(4'-トリフルオロメチルチオビフェニル-2-イル)-3-ジフル
オロメチル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びN-(2-(1,3,3-トリメチル-ブ
チル)-フェニル)-1,3-ジメチル-5-フルオロ-1H-ピラゾール-4カルボキサミドからなる群
から選択されるカルボキシアニリド;
　C)フルモルフ及びピリモルフからなる群から選択されるカルボン酸モルホリド;
　Cc)デバカルブ及びフロファネートからなる群から選択されるベンズイミダゾール又は
ベンズイミダゾール放出前駆体;
　D)フルメトベル、フルオピラム、ゾキサミドからなる群から選択される安息香酸アミド
;
　E)マンジプロアミド、オキシテトラサイクリン、シルチオファム及びN-(6-メトキシ-ピ
リジン-3-イル)シクロプロパンカルボン酸アミドからなる群から選択されるカルボキサミ
ド;
　F)トリアゾール殺菌剤アザコナゾール、ブロムコナゾール、ジフェノコナゾール、ジニ
コナゾール、ジニコナゾール-M、エポキシコナゾール、フェンブコナゾール、フルキンコ
ナゾール、フルトリアホル、イミベンコナゾール、イプコナゾール、メトコナゾール、オ
キシポコナゾール、パクロブトラゾール、プロチオコナゾール、テトラコナゾール、トリ
アジメノール、トリチコナゾール、ウニコナゾールからなる群;
イミダゾール殺菌剤イマザリル、ペフラゾエートからなる群;
アゾールのエタボキサム、エトリジアゾール、ヒメキサゾール及び2-(4-クロロフェニル)
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-N-[4-(3,4-ジメトキシフェニル)イソキサゾール-5-イル]-2-プロパ-2-イニロキシアセタ
ミドからなる群から選択されるアゾール殺菌剤;
　G)3-[5-(4-クロロフェニル)-2,3-ジメチル-イソキサゾリジン-3-イル]-ピリジン、3-[5
-(4-メチル-フェニル)-2,3-ジメチル-イソキサゾリジン-3-イル]-ピリジンからなる群か
ら選択されるピリジン;
　H)ブピリメート、ジフルメトリム、ニトラピリン、ヌアリモルからなる群から選択され
るピリミジン;
　K)アルジモルフ、ドデモルフ、ドデモルフアセテート、トリデモルフからなる群から選
択されるモルホリン;
　M)フルオロイミドからなる群から選択されるジカルボキシイミド;
　N)フルチアニル、オクチリノン、5-アミノ-2-イソプロピル-3-オキソ-4-オルト-トリル
-2,3-ジヒドロピラゾール-1-カルボチオ酸S-アリルエステルからなる群から選択される非
芳香族5員複素環;
　O)アメトクトラジン、アミスルブロム、アニラジン、ブラストサイジン-S、キノメチオ
ネート、ダゾメット、ジクロメジン、ジフェンゾコート、ジフェンゾコートメチルスルフ
ェート、オキソリン酸、ピペラリン、トリアゾキシド、2-ブトキシ-6-ヨード-3-プロピル
クロメン-4-オン、5-クロロ-1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-2-メチル-1H-ベンゾ
イミダゾール及び5-クロロ-7-(4-メチルピペリジン-1-イル)-6-(2,4,6-トリフルオロフェ
ニル)-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジンからなる群から選択される殺菌剤;
　P)ファーバム、メタム、メタスルホカルブ、メチラム、チラム及びジラムからなる群か
ら選択されるチオ-及びジチオカーバメート;
　Q)プロパモカルブ、プロパモカルブ塩酸塩、バリフェナレート及びN-(1-(1-(4-シアノ-
フェニル)エタンスルホニル)-ブタ-2-イル)カルバミン酸-(4-フルオロフェニル)エステル
からなる群から選択されるカルバミン酸エステル;
　R)グアニジン、ドジン、ドジン遊離塩基、グアザチン、グアザチン酢酸塩、イミノクタ
ジン、イミノクタジン三酢酸塩及びイミノクタジントリス(アルベシレート)からなる群か
ら選択されるグアニジン殺菌剤;
　S)ストレプトマイシン、ポリオキシンからなる群から選択される抗生物質殺菌剤;
　T)ビナパクリル、ジクロラン、ジノブトン、ジノキャップ、ニトロタール-イソプロピ
ル及びテクナゼンからなる群から選択されるニトロフェニル誘導体、
　U)フェンチン塩、例えばフェンチン-アセテート、フェンチンクロリド又はフェンチン
ヒドロキシドからなる群から選択される有機金属化合物;
　V)ジチアノン、イソプロチオランからなる含硫ヘテロシクリル化合物;
　W)エジフェンホス、イプロベンホス、リン酸及びその塩、ピラゾホスからなる群から選
択される有機リン化合物;
　X)ジクロロフェン、フルスルファミド、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロルフェノー
ル及びその塩、トリルフルアニド、N-(4-クロロ-2-ニトロフェニル)-N-エチル-4-メチル-
ベンゼンスルホンアミドからなる群から選択される有機塩素化合物;
　Y)ボルドー液、酢酸銅、オキシ塩化銅、塩基性硫酸銅、硫黄からなる群から選択される
無機活性物質;
　Z)アンペロミセス・キスカリス(Ampelomyces quisqualis)、アスペルギルス・フラブス
(Aspergillus flavus)、オーレオバシジウム・プルラン(Aureobasidium pullulans)、バ
シラス・プミルス(Bacillus pumilus)、枯草菌(Bacillus subtilis)、枯草菌var.アミロ
リクファシエンス(amyloliquefaciens) FZB24、カンジダ・オレオフィラ(Candida oleoph
ila) I-82、カンジダ・サイトアーナ(Candida saitoana)、クロノスタキス・ロゼアf.カ
テヌラータ(Clonostachys rosea f. catenulata)、グリオクラディウム・カテヌラータム
(Gliocladium catenulatum)とも呼ばれる、コニオチリウム・ミニタンス(Coniothyrium m
initans)、クリフォネクトリア・パラジティカ(Cryphonectria parasitica)、クリプトコ
ックス・アルビドゥス(Cryptococcus albidus)、フザリウム・オキシスポラム(Fusarium 
oxysporum)、メチニコウィア・フラクチコーラ(Metschnikowia fructicola)、ミクロドキ
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ウム・ジメラム(Microdochium dimerum)、フレビオプシス・ジャイギャンテア(Phlebiops
is gigantea)、シュードジマ・フロキュローザ(Pseudozyma flocculosa)、ピチウム・オ
リガンドラム(Pythium oligandrum) DV74、レイノウトリア・サハリネンシス(Reynoutria
 sachlinensis)、タラロミセス・フラブス(Talaromyces flavus) V117b、トリコデルマ・
アスペレラム(Trichoderma asperellum) SKT-1、T.アトロビリデ(T. atroviride) LC52、
T.ハルジアナム(T. harzianum) T-22、T.ハルジアナムTh 35、T.ハルジアナムT-39、T.ハ
ルジアナム、及びT.ビリデ(T. viride)、T.ハルジアナムICC012とT.ビリデICC080、T.ポ
リスポラム(T. polysporum)とT.ハルジアナム、T.ストロマチカム(T. stromaticum)、T.
ビレンス(T. virens) GL-21、T.ビリデ、T.ビリデTV1、ウロクラジウム・ウデマンシー(U
locladium oudemansii) HRU3からなる群から選択される抗菌性生物防除剤、植物生体活性
剤;並びに
　Ab)ビフェニル、ブロノポール、ジフェニルアミン、メトラフェノン、ピリオフェノン
、ミルジオマイシン、オキシン銅、プロヘキサジオンカルシウム、スピロキサミン、テブ
フロキン、トリルフルアニド、N-(シクロプロピルメトキシイミノ-(6-ジフルオロ-メトキ
シ-2,3-ジフルオロフェニル)-メチル)-2-フェニルアセトアミド、N'-(4-(4-クロロ-3-ト
リフルオロメチルフェノキシ)-2,5-ジメチル-フェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン
、N'-(4-(4-フルオロ-3-トリフルオロメチル-フェノキシ)-2,5-ジメチルフェニル)-N-エ
チル-N-メチルホルマミジン、N'-(2-メチル-5-トリフルオロメチル-4-(3-トリメチルシラ
ニル-プロポキシ)-フェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、N'-(5-ジフルオロメチル
-2-メチル-4-(3-トリメチルシラニル-プロポキシ)-フェニル)-N-エチル-N-メチルホルマ
ミジン、2-{1-[2-(5-メチル-3-トリフルオロメチル-ピラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペ
リジン-4-イル}-チアゾール-4-カルボン酸メチル-(1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフタレン-1-
イル)-アミド、2-{1-[2-(5-メチル-3-トリフルオロメチル-ピラゾール-1-イル)-アセチル
]-ピペリジン-4-イル}-チアゾール-4-カルボン酸メチル-(R)-1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフ
タレン-1-イル-アミド、メトキシ酢酸6-tert-ブチル-8-フルオロ-2,3-ジメチル-キノリン
-4-イルエステル及びN-メチル-2-{1-[(5-メチル-3-トリフルオロ-メチル-1H-ピラゾール-
1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-N-[(1R)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-イ
ル]-4-チアゾールカルボキサミドからなる群から選択される殺菌剤
から選択される一つ又は複数、例えば一つ、二つ、三つ又は四つの、特に一つの殺菌化合
物II
を相乗的有効量で含む相乗的混合物に関する。
【００６８】
　化合物I及び化合物II(複数可)の好適で好ましい重量比は、上で記載される。
【００６９】
　或いは、化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群A)のストロビルリン類から選択される
、特にストロビルリン類のアゾキシストロビン、クメトキシストロビン、クモキシストロ
ビン、ジモキシストロビン、エネストロブリン、フルオキサストロビン、クレソキシムメ
チル、メトミノストロビン、オリザストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビ
ン、ピラメトストロビン、ピラオキシストロビン、ピリベンカルブ及びトリフロキシスト
ロビン、より好ましくはアゾキシストロビン、ジモキシストロビン、エネストロブリン、
フルオキサストロビン、クレソキシムメチル、メトミノストロビン、オリザストロビン、
ピコキシストロビン、ピラクロストロビン、ピリベンカルブ及びトリフロキシストロビン
から選択される、少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500か
ら1500:1、好ましくは1:100から1000:1、より好ましくは1:25から500:1、さらにより好ま
しくは1:10から100:1、特に1:1から100:1、例えば1:10から100:1又は1:20から100:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物が好ましい。化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群A)の
ストロビルリン類から選択され、さらにストロビルリン類のジモキシストロビン、エネス
トロブリン、メトミノストロビン及びピラクロストロビンから選択される少なくとも一つ
の殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1500:1、好ましくは1:100から15
00:1、より好ましくは1:25から1000:1、さらにより好ましくは1:10から500:1、特に1:1か
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ら100:1、例えば10:1から100:1又は20:1から100:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物が
さらにより好ましい。具体的には、ストロビルリン系殺菌剤は、ピラクロストロビンであ
る。
【００７０】
　或いは、化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群B)のカルボキサミドから選択される、
特にビキサフェン、ボスカリド、フルキサピロキサド、イソピラザム、ペンフルフェン、
ペンチオピラド、セダキサン、メタラキシル及びオフレースから選択される、少なくとも
一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1500:1、好ましくは1:100か
ら1500:1、より好ましくは1:25から1500:1、さらにより好ましくは1:10から1500:1、特に
1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1又は20:1から1100:1の化合物I:IIの重量比で含む
混合物が好ましい。化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群B)のカルボキサミドから選択
され、好ましくはビキサフェン、フルキサピロキサド、イソピラザム、ペンフルフェン及
びセダキサンから選択される、少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましく
は、1:500から1500:1、好ましくは1:100から1500:1、より好ましくは1:25から1500:1、さ
らにより好ましくは1:10から1500:1、特に1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1又は20:
1から1100:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。具体的には、カルボキ
サミド殺菌剤はフルキサピロキサドである。
【００７１】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群C)又はD)から選択され、特にジメトモルフ、フ
ルモルフ、フルオピコリド(ピコベンザミド)及びゾキサミドから選択される少なくとも一
つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から1
00:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比
で含む混合物も好ましい。化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群C)又はD)から選択され
、フルモルフ及びゾキサミドから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量
で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から
25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。
【００７２】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群E)から選択され、特にカルプロパミド及びマン
ジプロパミドから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは
、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ま
しくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。化合物I及び殺菌化
合物IIとしてマンジプロパミドを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。
【００７３】
　式Iの化合物並びに殺菌化合物IIとして、アゾールの群F)から選択され、特にアゾール
類のシプロコナゾール、ジフェノコナゾール、エポキシコナゾール、フルキンコナゾール
、フルシラゾール、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、イマザリル、メ
トコナゾール、ミクロブタニル、ペンコナゾール、プロピコナゾール、プロチオコナゾー
ル、トリアジメホン、トリアジメノール、テブコナゾール、テトラコナゾール、トリチコ
ナゾール、プロクロラズ、シアゾファミド及びエタボキサムから選択される少なくとも一
つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から1
00:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比
で含む混合物も好ましい。式Iの化合物並びに殺菌化合物IIとして、アゾールの群F)から
選択され、アゾール類のジフェノコナゾール、エポキシコナゾール、フルキンコナゾール
、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、イマザリル、メトコナゾール、プ
ロチオコナゾール、トリアジメノール、テトラコナゾール、トリチコナゾール、シアゾフ
ァミド及びエタボキサムから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、
好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1
、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。
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【００７４】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群G)から選択され、特にフルアジナムから選択さ
れる少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００７５】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群H)から選択され、特にシプロジニル、フェナリ
モル、メパニピリム、ピリメタニルから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有
効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:
25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい
。
【００７６】
　化合物I及びトリホリンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好まし
くは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合
物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００７７】
　化合物I及びフルジオキソニルを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、
好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1
の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００７８】
　化合物I及び、モルホリンの群、特にドデモルフ、フェンプロピモルフ又はトリデモル
フの群から選択される少なくとも一つの殺菌化合物IIを含む混合物も好ましい。さらに、
化合物I及び、モルホリンの群から選択され、ドデモルフ及びトリデモルフから選択され
る少なくとも一つの殺菌化合物IIを含む混合物がより好ましい。
【００７９】
　化合物I及びシルチオファムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００８０】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群M)から選択され、特にイプロジオン及びビンク
ロゾリンから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:
500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましく
は1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００８１】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群N)から選択され、特にファモキサドン、フェナ
ミドン及びプロベナゾールから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で
、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25
:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００８２】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群O)から選択され、特にアシベンゾラル-S-メチル
、キャプタホル、ホルペット、フェノキサニル、キノキシフェン及びアメトクトラジンか
ら選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500
:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から
10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。化合物I及び殺菌化合物IIとしてア
メトクトラジンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100
から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの
重量比で含む混合物がより好ましい。
【００８３】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群P)から選択され、特にマンコゼブ、メチラム、
プロピネブ及びチラムから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好
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ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、
最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。化合物I及
び殺菌化合物IIとして、群P)から選択され、特にメチラム及びチラムから選択される少な
くとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:
100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:II
の重量比で含む混合物がより好ましい。
【００８４】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群Q)から選択され、特にイプロバリカルブ、ベン
チアバリカルブ及びプロパモカルブから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有
効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:
25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい
。化合物I及び殺菌化合物IIとしてプロパモカルブを相乗的に有効な量で、好ましくは、1
:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好まし
くは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。
【００８５】
　化合物I及びジチアノンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好まし
くは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合
物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００８６】
　化合物I及び殺菌化合物IIとして、群U)から選択され、特にフェンチンアセテートなど
のフェンチン塩から選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましく
は、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好
ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００８７】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群W)から選択され、特にホセチル、ホセチルアル
ミニウム、リン酸及びその塩から選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量
で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から
25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。化合
物I並びに殺菌化合物IIとしてリン酸及びその塩を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:5
00から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましく
は1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。
【００８８】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群X)から選択され、特にクロロタロニル及びジク
ロフルアニドから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは
、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ま
しくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
【００８９】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群Y)から選択され、特に酢酸銅、水酸化銅、オキ
シ塩化銅、塩基性硫酸銅及び硫黄から選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効
な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25
から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好ましい。
化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群Y)から選択され、特に酢酸銅、水酸化銅、オキシ
塩化銅、塩基性硫酸銅及び硫黄から選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な
量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25か
ら25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい
。
【００９０】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群Ab)から選択され、特にシモキサニル、メトラフ
ェノン、スピロキサミン及びN-メチル-2-{1-[(5-メチル-3-トリフルオロ-メチル-1H-ピラ
ゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-N-[(1R)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレ
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ン-1-イル]-4-チアゾールカルボキサミドから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗
的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好まし
くは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物も好
ましい。化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群Ab)から選択され、メトラフェノン、スピ
ロキサミン及びN-メチル-2-{1-[(5-メチル-3-トリフルオロ-メチル-1H-ピラゾール-1-イ
ル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-N-[(1R)-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-イル]-
4-チアゾールカルボキサミドから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量
で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から
25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物がより好ましい。
【００９１】
　化合物I並びに、群Z)で与えられる抗菌性生物的防除剤から選択され、特に枯草菌株NRR
L番号B-21661、バシラス・プミルス株NRRL番号B-30087及びウロクラジウム・ウデマンシ
ーから選択される少なくとも一つの活性物質を相乗的に有効な量で含む混合物も好ましい
。
【００９２】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、群Cc)から選択され、特にチオファネートメチル、
ベノミル、カルベンダジム及びチアベンダゾールから選択される少なくとも一つの殺菌剤
を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より
好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合
物も好ましい。
【００９３】
　当初指摘したように、好ましい実施形態では、本発明混合物は種子処理剤として用いら
れる。種子処理のために、以下の混合物が好ましい:
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、ストロビルリン類のアゾキシストロビン、ジモキ
シストロビン、フルオキサストロビン、クレソキシムメチル、オリザストロビン、ピコキ
シストロビン、ピラクロストロビン及びトリフロキシストロビン、より好ましくはジモキ
シストロビン及びピラクロストロビンから選択される少なくとも一つの殺菌剤、特にピラ
クロストロビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1500:1、好ましくは1:100
から1000:1、より好ましくは1:25から500:1、さらにより好ましくは1:10から100:1、特に
1:1から100:1、例えば10:1から100:1又は20:1から100:1の化合物I:IIの重量比で含む混合
物。
【００９４】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、ビキサフェン、ボスカリド、フルオピラム、フル
キサピロキサド、イソピラザム、ペンフルフェン、ペンチオピラド及びセダキサン、より
好ましくはビキサフェン、フルキサピロキサド、イソピラザム、ペンフルフェン及びセダ
キサン、特にフルキサピロキサドから選択される少なくとも一つのカルボキサミド殺菌剤
を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1500:1、好ましくは1:100から1500:1、よ
り好ましくは1:25から1500:1、さらにより好ましくは1:10から1500:1、特に1:1から1500:
1、例えば10:1から1200:1又は20:1から1100:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【００９５】
　式Iの化合物並びに、アゾール類のシプロコナゾール、ジフェノコナゾール、エポキシ
コナゾール、フルキンコナゾール、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、
イマザリル、メトコナゾール、プロチオコナゾール、テブコナゾール、トリチコナゾール
、プロクロラズ及びピリメタニル、好ましくはジフェノコナゾール、エポキシコナゾール
、フルキンコナゾール、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、イマザリル
、メトコナゾール、プロチオコナゾール及びトリチコナゾールから選択される少なくとも
一つのアゾール系殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましく
は1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物
I:IIの重量比で含む混合物。
【００９６】



(21) JP 5782116 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

　式Iの化合物、並びにフルジオキソニル、シルチオファム、イプロジオン、メチラム及
びチラムから選択される少なくとも一つの殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:
500から500:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましく
は1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【００９７】
　化合物I、並びに抗菌性生物的防除剤の枯草菌株NRRL番号B-21661、バシラス・プミルス
株NRRL番号B-30087及びウロクラジウム・ウデマンシーから選択される少なくとも一つの
活性物質を相乗的に有効な量で含む混合物。
【００９８】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、チオファネートメチル、ベノミル、カルベンダジ
ム及びチアベンダゾールから選択される少なくとも一つのベンズイミダゾール又はベンズ
イミダゾール放出前駆体殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【００９９】
　種子処理のために、以下の混合物がより好ましい:
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、ストロビルリン類のアゾキシストロビン、クレソ
キシムメチル、オリザストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビン及びトリフ
ロキシストロビン、より好ましくはジモキシストロビン及びピラクロストロビンから選択
される殺菌剤、特にピラクロストロビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1
500:1、好ましくは1:100から1000:1、より好ましくは1:25から500:1、さらにより好まし
くは1:10から100:1、特に1:1から100:1、例えば10:1から100:1又は20:1から100:1の化合
物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１００】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、ボスカリド、フルオピラム、フルキサピロキサド
、ペンフルフェン、ペンチオピラド及びセダキサン、より好ましくはビキサフェン、フル
キサピロキサド、イソピラザム、ペンフルフェン及びセダキサンから選択されるカルボキ
サミド殺菌剤、特にフルキサピロキサドを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1
500:1、好ましくは1:100から1500:1、より好ましくは1:25から1500:1、さらにより好まし
くは1:10から1500:1、特に1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1又は20:1から1100:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１０１】
　式Iの化合物並びに、アゾール類のシプロコナゾール、ジフェノコナゾール、エポキシ
コナゾール、フルキンコナゾール、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、
イマザリル、メトコナゾール、プロチオコナゾール、テブコナゾール、トリチコナゾール
、プロクロラズ及びピリメタニル、好ましくはジフェノコナゾール、エポキシコナゾール
、フルキンコナゾール、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、イマザリル
、メトコナゾール、プロチオコナゾール及びトリチコナゾールから選択されるアゾール系
殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100から100:1
、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重量比で含
む混合物。
【０１０２】
　式Iの化合物、並びにフルジオキソニル、シルチオファム、イプロジオン、メチラム及
びチラムから選択される殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１０３】
　化合物I並びに、抗菌性生物的防除剤の枯草菌株NRRL番号B-21661、バシラス・プミルス
株NRRL番号B-30087及びウロクラジウム・ウデマンシーから選択される少なくとも一つの
活性物質を相乗的に有効な量で含む混合物。
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【０１０４】
　化合物I並びに殺菌化合物IIとして、チオファネートメチル、ベノミル、カルベンダジ
ム及びチアベンダゾールから選択されるベンズイミダゾール又はベンズイミダゾール放出
前駆体殺菌剤を相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1:100か
ら100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:IIの重
量比で含む混合物。
【０１０５】
　種子処理のために、以下の混合物が最も好ましい:
　化合物I及びアゾキシストロビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１０６】
　化合物I及びピラクロストロビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から100:1、さらにより好ましくは1:1
0から100:1、特に1:1から100:1、例えば10:1から100:1又は20:1から100:1の化合物I:IIの
重量比で含む混合物。
【０１０７】
　化合物I及びトリフロキシストルビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から50
0:1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10か
ら10:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１０８】
　化合物I及びクレソキシムメチルを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１０９】
　化合物I及びボスカリドを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好まし
くは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合
物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１０】
　化合物I及びフルオピラムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１１】
　化合物I及びフルキサピロキサドを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1500:1
、好ましくは1:100から1500:1、より好ましくは1:25から1500:1、さらにより好ましくは1
:10から1500:1、特に1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1又は20:1から1100:1の化合物
I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１２】
　化合物I及びペンフルフェンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１３】
　化合物I及びペンチオピラドを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１４】
　化合物I及びセダキサンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好まし
くは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合
物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１５】
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　化合物I及びフルキンコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１６】
　化合物I及びイプコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１７】
　化合物I及びプロチオコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１８】
　化合物I及びテブコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１１９】
　化合物I及びトリチコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、
好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1
の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２０】
　化合物I及びプロクロラズを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２１】
　化合物I及びフルジオキソニルを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、
好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1
の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２２】
　化合物I及びシルチオファムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２３】
　化合物I及びイプロジオンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から100:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２４】
　化合物I及びチラムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1
:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:I
Iの重量比で含む混合物。
【０１２５】
　化合物I及びチオファネートメチルを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:
1、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から1
0:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２６】
　化合物I及びカルベンダジムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２７】
　化合物I及びメタラキシルを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
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合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２８】
　化合物I及びジメトモルフを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１２９】
　化合物I及びジフェノコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３０】
　種子処理のために、以下の混合物が最高に好ましい:
　化合物I及びピラクロストロビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から100:1、さらにより好ましくは1:1
0から100:1、特に1:1から100:1、例えば10:1から100:1又は20:1から100:1の化合物I:IIの
重量比で含む混合物。
【０１３１】
　化合物I及びフルオピラムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３２】
　化合物I及びフルキサピロキサドを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から1500:1
、好ましくは1:100から1500:1、より好ましくは1:25から1500:1、さらにより好ましくは1
:10から1500:1、特に1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1又は20:1から1100:1の化合物
I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３３】
　化合物I及びペンフルフェンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３４】
　化合物I及びセダキサンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好まし
くは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合
物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３５】
　化合物I及びフルキンコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３６】
　化合物I及びイプコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３７】
　化合物I及びプロチオコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３８】
　化合物I及びテブコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１３９】
　化合物I及びトリチコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、
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好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1
の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１４０】
　化合物I及びシルチオファムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１４１】
　化合物I及びチラムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ましくは1
:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化合物I:I
Iの重量比で含む混合物。
【０１４２】
　化合物I及びカルベンダジムを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好
ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の
化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１４３】
　化合物I及びメタラキシルを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１４４】
　化合物I及びジメトモルフを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、好ま
しくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10:1の化
合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１４５】
　化合物I及びジフェノコナゾールを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1
、好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から25:1、最も好ましくは1:10から10
:1の化合物I:IIの重量比で含む混合物。
【０１４６】
　上の混合物の中では、以下の混合物が特別に好ましい:
化合物I及びピラクロストロビンを相乗的に有効な量で、好ましくは、1:500から500:1、
好ましくは1:100から100:1、より好ましくは1:25から100:1、さらにより好ましくは1:10
から100:1、特に1:1から100:1、例えば10:1から100:1又は20:1から100:1の化合物I:IIの
重量比で含む混合物、並びに
化合物I及びフルキサピロキサドを相乗的に有効な量で、好ましくは1:500から1500:1、好
ましくは1:100から1500:1、より好ましくは1:25から1500:1、さらにより好ましくは1:10
から1500:1、特に1:1から1500:1、例えば10:1から1200:1又は20:1から1100:1の化合物I:I
Iの重量比で含む混合物。
【０１４７】
　好ましい実施形態では、本発明は、式Iの化合物及び二つの化合物IIを相乗的に有効な
量で含む三成分混合物にも関し、そこで、化合物IIは、チオファネートメチル、メタラキ
シル、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン、プロクロラ
ズ、フルジオキソニル、ジメトモルフ、トリチコナゾール、ジフェノコナゾール、クレソ
キシムメチル、ボスカリド、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペン
チオピラド、セダキサン及びピリメタニルから選択される。
【０１４８】
　種子処理剤としてのそれらの使用目的に関しては、下の表1に示す化合物I及び二つの殺
菌化合物IIの以下の三成分混合物が好ましい。
【０１４９】
　化合物I及び第1の化合物II及び第2の化合物IIのそれぞれの三成分混合物の重量比は、
好ましくは1:100:100から100:1:1、より好ましくは50:1:1から1:50:50、さらにより好ま
しくは1:20:20から20:1:1である。
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【０１５０】
　表1では、以下の略記号が本明細書で用いられる:
Iは化合物I
IIは化合物II
TPM=チオファネートメチル
Meta=メタラキシル
Azox=アゾキシストロビン
Pyra=ピラクロストロビン
Trifl=トリフロキシストロビン
Pz=プロクロラズ
Flu=フルジオキソニル
DMM=ジメトモルフ
TTZ=トリチコナゾール
Difeno=ジフェノコナゾール
KM=クレソキシムメチル
bos=ボスカリド
Fluo=フルオピラム
Fluoxa=フルキサピロキサド
Pen=ペンフルフェン
Penthio=ペンチオピラド
Seda=セダキサン
Pyri=ピリメタニル
CP-I=式Iの化合物
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【表１】

【０１５１】
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【０１５４】
　好ましい実施形態では、本発明は、式Iの化合物、化合物II及び化合物IIIを相乗的に有
効な量で含む三成分混合物にも関し、そこで、
a)化合物IIは、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン、ク
レソキシムメチル、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラ
ド及びセダキサンから選択され;
b)化合物IIIは、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム及びフィプロニル
から選択される。
【０１５５】
　好ましい実施形態では、本発明は、式Iの化合物、化合物II及び二つの化合物IIIを相乗
的に有効な量で含む四成分混合物にも関し、
a)化合物IIは、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン、ク
レソキシムメチル、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラ
ド及びセダキサンから選択され;
b)化合物III(1)は、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムから選択され;
c)化合物III(2)は、フィプロニルである。
【０１５６】
　好ましい実施形態では、本発明は、式Iの化合物、二つの化合物II及び二つの化合物III
を相乗的に有効な量で含む五成分混合物にも関し、そこで、
a)化合物II(1)は、アゾキシストロビン、ピラクロストロビン、トリフロキシストロビン
及びクレソキシムメチルから選択され;
b)化合物II(2)は、フルオピラム、フルキサピロキサド、ペンフルフェン、ペンチオピラ
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c)化合物III(1)は、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムから選択され;
d)化合物III(2)は、フィプロニルから選択される。
【０１５７】
　化合物I及び一つの化合物II及びさらなる化合物IIIのそれぞれの三成分混合物の重量比
は、好ましくは1:100:100から100:1:1、より好ましくは50:1:1から1:50:50、さらにより
好ましくは1:20:20から20:1:1である。
【０１５８】
　化合物I及び一つの化合物II及びさらなる二つの化合物IIIを含むそれぞれの四成分混合
物の重量比は、好ましくは1:100:100:100から100:1:1:1、より好ましくは50:1:1:1から1:
50:50:50、さらにより好ましくは1:20:20:20から20:1:1:1である。
【０１５９】
　化合物I及び二つの化合物II及びさらなる一つの化合物IIIを含むそれぞれの四成分混合
物の重量比は、好ましくは1:100:100:100から100:1:1:1、より好ましくは50:1:1:1から1:
50:50:50、さらにより好ましくは1:20:20:20から20:1:1:1である。
【０１６０】
　化合物I、二つの化合物II及び二つの化合物III及び殺虫剤IV(I:II:II:III:III)を含む
それぞれの五成分混合物の重量比は、好ましくは1:100:100:100:100から100:1:1:1:1、よ
り好ましくは50:1:1:1:1から1:50:50:50:50、さらにより好ましくは1:20:20:20:20から20
:1:1:1:1である。
【０１６１】
　種子処理剤としてのそれらの使用目的に関しては、下の表2に示される以下の混合物が
好ましい。
【０１６２】
　表2では、以下の略記号が本明細書で用いられる:
Iは化合物I
IIは化合物II
IIIは化合物III
Azox=アゾキシストロビン
Pyra=ピラクロストロビン
Trifl=トリフロキシストロビン
KM=クレソキシムメチル
Clo=クロチアニジン
Imi=イミダクロプリド
TMX=チアメトキサム
Fluo=フルオピラム
Fluoxa=フルキサピロキサド
Pen=ペンフルフェン
Penthi=ペンチオピラド
Seda=セダキサン
CP-I=式Iの化合物
Fip=フィプロニル
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【表２】

【０１６３】
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【０１６７】
　種子処理剤としてのそれらの使用目的に関しては、下の表1に示す化合物I及び二つの殺
菌化合物IIAの以下の三成分混合物が好ましい。
【０１６８】
　種子処理剤としてのそれらの使用目的に関しては、下の表1に示す化合物I及び二つの殺
菌化合物IIAの以下の三成分混合物が好ましい。
【０１６９】
　前述の本発明混合物の各々は、一つ又は複数の殺虫剤、殺菌剤、除草剤をさらに含むこ
とができる。
【０１７０】
　本発明による使用のために、本発明による混合物は、慣例の製剤、例えば液剤、乳剤、
懸濁液、粉剤、粉末、ペースト及び粒剤に変換されてもよい。使用の形態は、特定の使用
目的によって決まる;各場合に、それは、本発明混合物の微細で均一な分布を確保するべ
きである。製剤は、公知の方法で調製される(参照US3,060,084、EP-A707 445(濃厚液剤に
ついて)、Browining:「Agglomeration」、Chemical Engineering、1967年12月4日、147～
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48頁、Perry's Chemical Engineer's Handbook、第4版、McGraw-Hill、New York、1963年
、S. 8-57、及び以下参照、WO91/13546、US4,172,714、US4,144,050、US3,920,442、US5,
180,587、US5,232,701、US5,208,030、GB2,095,558、US3,299,566、Klingman:Weed Contr
ol as a Science (J. Wiley & Sons、New York、1961年)、Hanceら:Weed Control Handbo
ok (第8版、Blackwell Scientific、Oxford、1989年)及びMollet, H.及びGrubemann, A.:
Formulation technology (Wiley VCH Verlag、Weinheim、2001年)。
【０１７１】
　農薬製剤は、農薬の製剤で慣例である補助剤を含むこともできる。用いられる補助剤は
、特定の施用形態及び活性物質によってそれぞれ決まる。
【０１７２】
　適する補助剤の例は、溶媒、固体担体、分散剤又は乳化剤(さらなる可溶化剤、保護コ
ロイド、界面活性剤及び接着剤など)、有機及び無機の増粘剤、殺細菌剤、凍結防止剤、
消泡剤、適当な場合には着色剤及び粘着付与剤若しくは結合剤(例えば種子処理製剤のた
め)である。
【０１７３】
　適する溶媒は、水、有機溶媒、例えば中から高沸点の鉱油分画、例えば灯油又はディー
ゼル油、さらにコールタール油及び植物若しくは動物起源の油、脂肪族、環式及び芳香族
の炭化水素、例えばトルエン、キシレン、パラフィン、テトラヒドロナフタレン、アルキ
ル化ナフタレン又はそれらの誘導体、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノー
ル及びシクロヘキサノールなどのアルコール、グリコール、シクロヘキサノン及びガンマ
ブチロラクトンなどのケトン、ジメチル脂肪酸アミド、脂肪酸及び脂肪酸エステル、並び
に強極性の溶媒、例えばN-メチルピロリドンなどのアミンである。
【０１７４】
　固体担体は、鉱物土、例えばシリカ、シリカゲル、タルク、カオリン、石灰岩、石灰、
チョーク、陶土、黄土、粘土、ドロマイト、珪藻土、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム
、酸化マグネシウム、粉砕合成材料、肥料、例えば硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウ
ム、硝酸アンモニウム、尿素、並びに植物起源の生産物、例えば穀類の粗びき粉、樹皮粗
びき粉、木材粗びき粉及び堅果の殻の粗びき粉、セルロース粉末及び他の固体担体である
。
【０１７５】
　適する界面活性剤(アジュバント、湿潤剤、粘着付与剤、分散剤又は乳化剤)は、芳香族
スルホン酸のアルカリ金属、アルカリ土類金属及びアンモニウム塩、例えばリグニンスル
ホン酸(Borresperse(登録商標)型、Borregard、Norway)フェノールスルホン酸、ナフタレ
ンスルホン酸(Morwet(登録商標)型、Akzo Nobel、U.S.A.)、ジブチルナフタレンスルホン
酸(Nekal(登録商標)型、BASF、Germany)、及び脂肪酸、アルキルスルホネート、アルキル
アリールスルホネート、アルキルスルフェート、ラウリルエーテルスルフェート、硫酸脂
肪族アルコール及び硫酸化ヘキサ-、ヘプタ-及びオクタデカノレート、硫酸化脂肪族アル
コールグリコールエーテル、さらにナフタレン又はナフタレンスルホン酸のフェノール及
びホルムアルデヒドとの縮合物、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、エトキ
シル化イソオクチルフェノール、オクチルフェノール、ノニルフェノール、アルキルフェ
ニルポリグリコールエーテル、トリブチルフェニルポリグリコールエーテル、トリステア
リルフェニルポリグリコールエーテル、アルキルアリールポリエーテルアルコール、アル
コール及び脂肪族アルコール/エチレン酸化物縮合物、エトキシル化ヒマシ油、ポリオキ
シエチレンアルキルエーテル、エトキシル化ポリオキシプロピレン、ラウリルアルコール
ポリグリコールエーテルアセタール、ソルビトールエステル、リグニン-亜硫酸廃液、並
びにタンパク質、変性タンパク質、多糖(例えばメチルセルロース)、疎水的化工デンプン
、ポリビニルアルコール(Mowiol(登録商標)型、Clariant、Switzerland)、ポリカルボキ
シレート(Sokolan(登録商標)型、BASF、Germany)、ポリアルコキシレート、ポリビニルア
ミン(Lupasol(登録商標)型、BASF、Germany)、ポリビニルピロリドン及びそのコポリマー
である。
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【０１７６】
　増粘剤(すなわち、製剤に改変された流動性、すなわち静止条件下の高粘度及び撹拌下
の低粘度を付与する化合物)の例は、多糖並びに有機及び無機の粘土、例えばキサンタン
ガム(Kelzan(登録商標)、CP Kelco、U.S.A.)、Rhodopol(登録商標)23(Rhodia、France)、
Veegum(登録商標)(R.T. Vanderbilt、U.S.A.)又はAttaclay(登録商標)(Engelhard Corp.
、NJ、USA)である。
【０１７７】
　製剤の保存及び安定化のために、殺細菌剤を加えることができる。適する殺細菌剤の例
は、ジクロロフェン及びベンジルアルコールヘミホルマールに基づくもの(ICIからのProx
el(登録商標)又はThor ChemieからのActicide(登録商標)RS及びRohm & HaasからのKathon
(登録商標)MK)、並びにイソチアゾリノン誘導体、例えばアルキルイソチアゾリノン及び
ベンズイソチアゾリノン(Thor ChemieからのActicide(登録商標)MBS)である。
【０１７８】
　適する凍結防止剤の例は、エチレングリコール、プロピレングリコール、尿素及びグリ
セリンである。
【０１７９】
　消泡剤の例は、シリコーン乳剤(例えばSilikon(登録商標)SRE、Wacker、Germany又はRh
odorsil(登録商標)、Rhodia、France)、長鎖アルコール、脂肪酸、脂肪酸の塩、有機フッ
素化合物及びこれらの混合物である。
【０１８０】
　適する着色剤は、低水溶性の色素及び水溶性染料である。指摘すべき例及び名称は、ロ
ーダミンB、C. i.色素赤色112、C. i.ソルベントレッド1、色素青色15:4、色素青色15:3
、色素青色15:2、色素青色15:1、色素青色80、色素黄色1、色素黄色13、色素赤色112、色
素赤色48:2、色素赤色48:1、色素赤色57:1、色素赤色53:1、色素オレンジ43、色素オレン
ジ34、色素オレンジ5、色素緑色36、色素緑色7、色素白色6、色素茶色25、塩基性バイオ
レット10、塩基性バイオレット49、アシッドレッド51、アシッドレッド52、アシッドレッ
ド14、アシッドブルー9、アシッドイエロー23、塩基性レッド10、塩基性レッド108である
。
【０１８１】
　粘着付与剤又は結合剤の例は、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアセテート、ポリビ
ニルアルコール及びセルロースエーテル(Tylose(登録商標)、Shin-Etsu、Japan)である。
【０１８２】
　粉末、散布用の材料及び粉剤は、本発明混合物に存在する化合物、それぞれの活性化合
物、及び適当な場合にはさらなる活性物質を、少なくとも一つの固体担体と混合するか同
時に磨砕することによって調製することができる。
【０１８３】
　粒剤、例えば被覆粒剤、含浸粒剤及び均質粒剤は、固体担体に活性物質を結合すること
によって調製することができる。固体担体の例は、鉱物土、例えばシリカゲル、ケイ酸塩
、タルク、カオリン、アタクレイ、石灰岩、石灰、チョーク、陶土、黄土、粘土、ドロマ
イト、珪藻土、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、粉砕合成材料、
肥料、例えば硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、尿素、並びに
植物起源の生産物、例えば穀類の粗びき粉、樹皮粗びき粉、木材粗びき粉及び堅果の殻の
粗びき粉、セルロース粉末及び他の固体担体である。
【０１８４】
　製剤タイプの例は、以下の通りである:
1.水で希釈するための組成物タイプ
i)水溶性液剤(SL、LS)
90重量部の水又は水溶性溶媒に、10重量部の本発明混合物の化合物を溶解する。代替手段
として、湿展剤又は他の補助剤を加える。活性物質は、水に希釈すると溶解する。この方
法で、10重量%の活性物質の含量を有する製剤が得られる。
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【０１８５】
ii)水和性液剤(DC)
10重量部の分散剤、例えばポリビニルピロリドンを添加して、20重量部の本発明混合物の
化合物を70重量部のシクロヘキサノンに溶解する。水による希釈は、分散液を与える。活
性物質含量は、20重量%である。
【０１８６】
iii)乳剤(EC)
カルシウムドデシルベンゼンスルホネート及びヒマシ油エトキシレート(各場合5重量部で
)を添加して、15重量部の本発明混合物の化合物を75重量部のキシレンに溶解する。水に
よる希釈は、エマルションを与える。組成物は、15重量%の活性物質含量を有する。
【０１８７】
iv)エマルション製剤(EW、EO、ES)
カルシウムドデシルベンゼンスルホネート及びヒマシ油エトキシレート(各場合5重量部で
)を添加して、25重量部の本発明混合物の化合物を35重量部のキシレンに溶解する。この
混合物を、乳化装置(Ultraturrax)によって30重量部の水に導入し、均質なエマルション
にする。水による希釈により、エマルションが得られる。組成物は、25重量%の活性物質
含量を有する。
【０１８８】
v)懸濁製剤(SC、OD、FS)
撹拌ボールミルにおいて、10重量部の分散剤及び湿展剤、及び70重量部の水又は有機溶媒
を添加して、20重量部の本発明混合物の化合物を微粉砕して、微細な活性物質懸濁液を与
える。水による希釈は、活性物質の安定した懸濁液を与える。組成物の活性物質含量は、
20重量%である。
【０１８９】
vi)顆粒水和剤及び顆粒水溶剤(WG、SG)
50重量部の分散剤及び湿展剤を添加して50重量部の本発明混合物の化合物を微細に磨砕し
、専門の装置(例えば押し出し、スプレー塔、流動床)によって顆粒水和剤又は顆粒水溶剤
として調製する。水による希釈は、活性物質の安定した分散液又は溶液を与える。組成物
は、50重量%の活性物質含量を有する。
【０１９０】
vii)水和剤及び水溶剤(WP、SP、SS、WS)
25重量部の分散剤、湿展剤及びシリカゲルを添加して、75重量部の本発明混合物の化合物
をローター-ステータミルで磨砕する。水による希釈は、活性物質の安定した分散液又は
溶液を与える。組成物の活性物質含量は、75重量%である。
【０１９１】
viii)ゲル剤(GF)
撹拌ボールミルにおいて、10重量部の分散剤、1重量部のゲル化剤湿展剤、及び70重量部
の水又は有機溶媒を添加して、20重量部の本発明混合物の化合物を微粉砕して、活性物質
の微細な懸濁液を与える。水による希釈は、活性物質の安定した懸濁液を与え、それによ
って20%(w/w)の活性物質を有する組成物が得られる。
【０１９２】
2.未希釈で施用される組成物タイプ
ix)粉剤(DP、DS)
5重量部の本発明混合物の化合物を微細に磨砕して、95重量部の微粉砕されたカオリンと
よく混合する。これは、5重量%の活性物質含量を有する散粉組成物を与える。
【０１９３】
x)粒剤(GR、FG、GG、MG)
0.5重量部の本発明混合物の化合物を微細に磨砕して、99.5重量部の担体と結合させる。
現在の方法は、押し出し、噴霧乾燥又は流動床である。これは、0.5重量%の活性物質含量
を有する、未希釈で施用される粒剤を与える。
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【０１９４】
xi)ULV液剤(UL)
90重量部の有機溶媒、例えばキシレンに、10重量部の本発明混合物の化合物を溶解する。
これは、10重量%の活性物質含量を有する、未希釈で施用される組成物を与える。
【０１９５】
　農薬製剤は、重量で0.01から95%の間、好ましくは0.1から90%の間、最も好ましくは0.5
から90%の間の活性物質を一般に含む。本発明混合物の化合物は、90%から100%、好ましく
は95%から100%(NMRスペクトルによる)の純度で使用される。
【０１９６】
　本発明混合物の化合物は、散布、噴霧、散粉、散粒、ブラッシング、浸漬又は流し込み
によって、それ自体で、又はそれらの組成物の形で、例えば直接に散布可能な溶液、粉末
、懸濁液、分散液、乳剤、油分散液、ペースト、散粉用製品、散粒用資材若しくは粒剤の
形で用いることができる。施用形態は、使用目的に完全に依存する;各場合に、本発明混
合物に存在する化合物の可能な限り微細な分布を確保することが意図される。
【０１９７】
　水性施用形態は、水を加えることによって、エマルション濃厚液、ペースト又は水和剤
(散布可能な粉末、油分散液)から調製することができる。エマルション、ペースト又は油
分散液を調製するために、物質をそのまま、又は油若しくは溶媒に溶解させた後、湿展剤
、粘着付与剤、分散剤又は乳化剤によって水にホモジナイズすることができる。或いは、
活性物質、湿展剤、粘着付与剤、分散剤又は乳化剤、及び適当な場合には溶媒又は油で構
成される濃厚液を調製することができ、そのような濃厚液は水による希釈に適する。
【０１９８】
　すぐに使用できる製剤中の活性物質濃度は、比較的広い範囲内で変更することができる
。一般に、それらは、0.0001から10%、好ましくは0.001から1重量%の本発明混合物の化合
物である。
【０１９９】
　本発明混合物の化合物は微量方法(ULV)で都合よく用いることもでき、95重量%を超える
活性物質を含む組成物を施用することが可能であり、又は添加剤なしで活性物質を施用す
ることさえ可能である。
【０２００】
　使用直前まででなく適当である場合には、様々な種類の油、湿展剤、アジュバント、除
草剤、殺菌剤、他の殺有害生物剤又は殺細菌剤を活性化合物に加えることができる(タン
クミックス)。これらの剤は、重量比1:100から100:1で、好ましくは1:10から10:1で、本
発明混合物の化合物に混合することができる。
【０２０１】
　本発明の組成物は、硝酸アンモニウム、尿素、カリ及び過リン酸などの肥料、植物に有
毒な物質及び植物生長調節剤及び薬害軽減剤を含むこともできる。これらは、上記の組成
物と逐次的に、又は適当である場合には同じく使用直前にだけ(タンクミックス)加えて一
緒に用いることができる。例えば、植物(複数可)は、肥料で処理される前又は後のいずれ
かに本発明の組成物を散布されてもよい。
【０２０２】
　既に上で説明されるように、本発明の混合物は物理的混合物に限定されない。したがっ
て、化合物I及びIIは、物理的混合物として又は別々に施用することができる。上で定義
される混合物に含まれる化合物は、同時に、すなわち一緒にか別々に、又は連続して施用
することができ、別々の適用の場合、その順番は一般に防除措置の結果にいかなる影響も
及ぼさない。
【０２０３】
　本発明により、化合物I及び化合物IIは、少なくとも、化合物I及び化合物IIが作用点(
すなわち、防除される有害生物、例えば有害菌類及び有害動物、例えば昆虫、蛛形類若し
くは線虫、又はそれらの生息地、例えば感染植物、植物増殖材料、特に種子、表面、資材
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若しくは土、並びに菌類若しくは動物による攻撃から保護される植物、植物増殖材料、特
に種子、土、表面、資材若しくは空間)で有効な量で同時に起こることを表すと理解され
るべきである。
【０２０４】
　これは、化合物I及び化合物IIを、一緒に(例えばタンクミックスとして)か若しくは別
々にかのいずれかで同時に、又は連続して施用することによって達成することができ、そ
こにおいて、個々の施用間の間隔は、最初に施用される活性物質が、さらなる活性物質(
複数可)の施用時になお十分な量で作用点で起こることを確実にするように選択される。
施用の順番は、本発明の作用に必須でない。
【０２０５】
　本発明の混合物では、化合物の重量比は、本発明混合物の化合物の特性から一般に決ま
る。
【０２０６】
　本発明混合物の化合物は、個々に用いるか、又は本発明による組成物を調製するために
前もって部分的若しくは完全に互いに混合されてもよい。さらに、それらを一括して、構
成材のキットなどの組合せ組成物としてさらに用いることもできる。
【０２０７】
　本発明の一実施形態では、キットは、対象の農薬組成物を調製するために用いることが
できる、一つ、又は全てを含む複数の成分を含むことができる。例えば、キットは、化合
物I及び化合物II並びに/又は補助成分及び/若しくはさらなる殺有害生物剤化合物(例えば
殺虫剤若しくは除草剤)及び/若しくは成長調節剤成分を含むことができる。成分の一つ又
は複数は、事前に一緒にされるか、前製剤化されてもよい。二つを超える成分がキットで
提供される実施形態では、成分は事前に一緒にされてもよく、バイアル、ボトル、缶、小
袋、袋又はキャニスターなどの単一の容器にそのままパッケージされる。他の実施形態で
は、キットの二つ以上の成分が別々にパッケージされてもよく、すなわち前もって製剤化
されない。このように、キットは、バイアル、缶、ボトル、小袋、袋又はキャニスターな
どの一つ又は複数の別々の容器を含むことができ、各容器は農薬組成物の別々の成分を含
む。両方の形態で、キットの成分は、さらなる成分とは別々に若しくは一緒に、又は本発
明による組成物を調製するための本発明による組合せ組成物の成分として施用することが
できる。
【０２０８】
　使用者は、通常、前薬量器具、背負噴霧機、噴霧タンク又は噴霧航空機から本発明によ
る組成物を施用する。ここでは、農薬組成物は所望の施用濃度に水及び/又は緩衝液で作
られ、適当である場合にはさらなる補助剤を加えることができ、このように本発明による
すぐ使用できる噴霧液又は農薬組成物が得られる。通常、農業上有用な地域の1ヘクター
ルにつき50から500リットル、好ましくは100から400リットルのすぐに使用できる噴霧液
が散布される。
【０２０９】
　一実施形態により、キットの構成材又は本発明混合物の構成材などの、組成物(又は製
剤)として製剤化された本発明混合物の個々の化合物は、使用者自身によって噴霧タンク
で混合されてもよく、適当である場合にはさらなる補助剤を加えることができる(タンク
ミックス)。
【０２１０】
　さらなる実施形態では、組成物として製剤化された本発明混合物の個々の化合物又は部
分的に前混合された成分のいずれか、例えば化合物I及び化合物IIを含む成分は、使用者
によって噴霧タンクで混合されてもよく、適当である場合にはさらなる補助剤及び添加剤
を加えることができる(タンクミックス)。
【０２１１】
　さらなる実施形態では、本発明による組成物の個々の成分又は部分的に前混合された成
分のいずれか、例えば化合物I及び化合物IIを含む成分は、一緒に(すなわちタンクミック



(42) JP 5782116 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

スの後に)又は連続して施用することができる。
【０２１２】
　上で述べたように、本発明は有害菌類を防除するための方法を含み、そこでは、有害菌
類、それらの生息地、繁殖場、それらの場所若しくは有害生物による攻撃から保護すべき
植物、土又は植物増殖材料(好ましくは種子)が、本発明混合物の殺有害生物剤として有効
な量で処理される。
【０２１３】
　有利には、本発明混合物は、以下の有害菌類を防除するのに適する:
観賞用植物、野菜(例えば、アルブゴ・カンジダ(A. candida))及びヒマワリ(例えば、ア
ルブゴ・トラゴポゴニス(A. tragopogonis))につくアルブゴ属の種(Albugo spp.)(白さび
病);野菜、アブラナ(アルテルナリア・ブラシコラ(A. brassicola)若しくはブラシカエ(b
rassicae))、サトウダイコン(アルテルナリア・テヌイス(A. tenuis))、果実類、イネ、
ダイズ、ジャガイモ(例えば、アルテルナリア・ソラニ(A. solani)若しくはアルテルナリ
ア・アルテルナタ(A. alternata))、トマト(例えば、アルテルナリア・ソラニ(A. solani
)若しくはアルテルナリア・アルテルナタ(A. alternata))及びコムギにつくアルテルナリ
ア属の種(Alternaria spp.)(アルテルナリア斑点病);サトウダイコン及び野菜につくアフ
ァノミセス属の種(Aphanomyces spp.);禾穀類及び野菜につくアスコキタ属の種(Ascochyt
a spp.)、例えば、コムギにつくアスコキタ・トリチキ(A. tritici)(炭疽病)及びオオム
ギにつくアスコキタ・ホルデイ(A. hordei);ビポラリス(Bipolaris)及びドレクスレラ属
の種(Drechslera spp.)(テレオモルフ:コクリオボルス属の種(Cochliobolus spp.))、例
えば、トウモロコシにつくごま葉枯病(ドレクスレラ・マイジス(D. maydis))若しくはす
す紋病(ビポラリス・ゼイコーラ(B. zeicola)、例えば、禾穀類につくビポラリス・ソロ
キニアナ(B. sorokiniana)の斑点病、例えば、イネ及び芝につくビポラリス・オリザエ(B
. oryzae);禾穀類(例えば、コムギ若しくはオオムギ)につくブルメリア(Blumeria)(以前
はエリシフェ(Erysiphe))・グラミニス(graminis)(うどん粉病);果実類及びベリー(例え
ば、イチゴ)、野菜(例えば、レタス、ニンジン、セロリ及びキャベツ)、アブラナ、花、
ブドウの木、森林植物及びコムギにつくボトリチス・キネレア(Botrytis cinerea)(テレ
オモルフ:ボトリオチニア・フケリアナ(Botryotinia fuckeliana):灰色カビ病);レタスに
つくブレミア・ラクツカエ(Bremia lactucae)(べと病);広葉樹及び常緑樹につくセラトシ
スチス(Ceratocystis)(オフィオストマ(Ophiostoma))と同義)属の種(腐敗病若しくは立ち
枯れ病)、例えば、ニレにつくセラトシスチス・ウルミ(C. ulmi)(オランダニレ病);トウ
モロコシ(例えば、灰斑病:セルコスポラ・ゼアエ－マイジス(C. zeae-maydis))、イネ、
サトウダイコン(例えば、セルコスポラ・ベチコラ(C. beticola))、サトウキビ、野菜、
コーヒーの木、ダイズ(例えば、セルコスポラ・ソジナ(C. sojina)若しくはセルコスポラ
・キクチ(C. kikuchii))並びにイネにつくセルコスポラ属の種(Cercospora spp.)(セルコ
スポラ斑点病);トマト(例えば、クラドスポリウム・フルブム(C. fulvum):葉かび病)及び
禾穀類につくクラドスポリウム属の種(Cladosporium spp.)、例えば、コムギにつくクラ
ドスポリウム・ヘルバルム(C. herbarum)(黒穂病(black ear));禾穀類につくクラビセプ
ス・プルプレア(Claviceps purpurea)(麦角病);トウモロコシ(コクリオボルス・カルボヌ
ム(C. carbonum))、禾穀類(例えば、コクリオボルス・サチブス(C. sativus)、アナモル
フ:ビポラリス・ソロキニアナ(B. sorokiniana))及びイネ(例えば、コクリオボルス・ミ
ヤベアヌス(C. miyabeanus)、アナモルフ:ヘルミントスポリウム・オリザエ(H. oryzae))
につくコクリオボルス(Cochliobolus)(アナモルフ:ビポラリス(Bipolaris)のヘルミント
スポリウム(Helminthosporium))属の種(斑点病);ワタ(例えば、コレトトリクム・ゴシピ(
C. gossypii))、トウモロコシ(例えば、コレトトリクム・グラミニコラ(C. graminicola)
:炭素病倒伏(Anthracnose stalk rot))、ソフトフルーツ、ジャガイモ(例えば、コレトト
リクム・ココデス(C. coccodes):黒点病)、マメ(例えば、コレトトリクム・リンデムチア
ヌム(C. lindemuthianum))及びダイズ(例えば、コレトトリクム・トルンカツム(C. trunc
atum)若しくはコレトトリクム・グロエオスポリオイデス(C. gloeosporioides))につくコ
レトトリクム(Colletotrichum)(テレオモルフ:グロメレラ(Glomerella))属の種(炭疽病);
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コルチキウム属の種(Corticium spp.)、例えば、イネにつくコルチキウム・ササキ(C. sa
sakii)(紋枯病);ダイズ及び観賞用植物につくコリネスポラ・カシイコラ(Corynespora ca
ssiicola)(斑点病);シクロコニウム属の種(Cycloconium spp.)、例えば、オリーブの木に
つくシクロコニウム・オレアギヌム(C. oleaginum);果樹、ブドウの木(例えば、シリンド
ロカルポン・リリオデンドリ(C. liriodendri)、テレオモルフ:ネオネクトリア・リリオ
デンドリ(Neonectria liriodendri):黒足病)及び観賞用植物につくシリンドロカルポン属
の種(Cylindrocarpon spp.)(例えば、果樹の枯れ病若しくは若いブドウの木の植物病害、
テレオモルフ:ネクトリア(Nectria)若しくはネオネクトリア属の種(Neonectria spp.));
ダイズにつくデマトフォラ(Dematophora)(テレオモルフ:ロセリニア(Rosellinia))・ネカ
トリックス(necatrix)(根及び軸枯れ病);ジアポルテ属の種(Diaporthe spp.)、例えば、
ダイズにつくジアポルテ・ファセオロルム(D. phaseolorum)(立ち枯れ病);トウモロコシ
、オオムギ(例えば、ドレクスレラ・テレス(D. teres)、網斑病)及びコムギ(例えば、ド
レクスレラ・トリチキ-レペンチス(D. tritici-repentis):黄褐色斑)などの禾穀類、
イネ並びに芝につくドレクスレラ属の種(Drechslera spp.)(ヘルミントスポリウム(Helmi
nthosporium)と同義、テレオモルフ:ピレノフォラ(Pyrenophora));フォルミチポリア(For
mitiporia)(フェリヌス(Phellinus)と同義)・プンクタタ(punctata)、フォルミチポリア
・メジテラネア(F. mediterranea)、ファエオモニエラ・クラミドスポラ(Phaeomoniella 
chlamydospora)(以前はファエオアクレモニウム・クラミドスポルム(Phaeoacremonium ch
lamydosporum)、ファエオアクレモニウム・アレオフィルム(Phaeoacremonium aleophilum
)及び/又はボトリオスファエリア・オブツサ(Botryosphaeria obtusa)により発病する、
ブドウの木につくエスカ(Esca)(枝枯れ病、胴枯れ病(apoplexy));仁果類(エルシノエ・ピ
リ(E. pyri))、ソフトフルーツ(エルシノエ・ベネタ(E. veneta):炭疽病)及びブドウの木
(エルシノエ・アンペリナ(E. ampelina):炭疽病)につくエルシノエ属の種(Elsinoe spp.)
;イネにつくエンチロマ・オリザエ(Entyloma oryzae)(黒穂病);コムギにつくエピコック
ム属の種(Epicoccum spp.)(黒カビ病);サトウダイコン(エリシフェ・ベタエ(E. betae))
、ウリ科植物(例えば、エリシフェ・キコラセアルム(E. cichoracearum))、キャベツ、ア
ブラナ(例えば、エリシフェ・クルキフェラルム(E. cruciferarum)などの野菜(例えば、
エリシフェ・ピシ(E. pisi))につくエリシフェ属の種(Erysiphe spp.)(うどん粉病);果樹
、ブドウの木及び観賞用植物につくエウチパ・ラタ(Eutypa lata)(ユータイパ病(Eutypa 
canker)又は立ち枯れ病、アナモルフ:シトスポリナ・ラタ(Cytosporina lata)、リベルテ
ラ・ブレファリス(Libertella blepharis)と同義);トウモロコシ(例えば、エクセロヒル
ム・ツルキクム(E. turcicum))につくエクセロヒルム属の種(Exserohilum spp.)(ヘルミ
ントスポリウム(Helminthosporium)と同義);禾穀類(例えば、コムギ若しくはオオムギ)に
つくフサリウム・グラミネアルム(F. graminearum)若しくはフサリウム・クルモルム(F. 
culmorum)(根腐れ病、黒星病若しくは赤カビ病)、トマトにつくフサリウム・オキシスポ
ルム(F. oxysporum)、ダイズにつくフサリウム・ソラニ(F. solani)及びトウモロコシに
つくフサリウム・ベルチキリオイデス(F. verticillioides)などの様々な植物につくフサ
リウム属の種(Fusarium spp.)(テレオモルフ:ギベレラ(Gibberella))(立ち枯れ病、根腐
れ病若しくは軸腐れ病);禾穀類(例えば、コムギ若しくはオオムギ)及びトウモロコシにつ
くガエウマノミセス・グラミニス(Gaeumannomyces graminis)(立ち枯れ病);禾穀類(例え
ば、ギベレラ・ゼアエ(G. zeae))及びイネ(例えば、ギベレラ・フジクロイ(G. fujikuroi
:ばか苗病)につくギベレラ属の種(Gibberella spp.);ブドウの木、仁果類及び他の植物に
つくグロメレラ・キングラタ(Glomerella cingulata)、並びにワタにつくグロメレラ・ゴ
シピ(G. gossypii);イネにつく穀物汚染複合体(Grain-staining complex);ブドウの木に
つくグイグナルジア・ビドウェリ(Guignardia bidwellii)(黒斑病);バラ科植物及びネズ(
juniper)につくギムノスポランギウム属の種(Gymnosporangium spp.)、例えば、ナシにつ
くギムノスポランギウム・サビナエ(G. sabinae)(さび病);トウモロコシ、禾穀類及びイ
ネにつくヘルミントスポリウム属の種(Helminthosporium spp.)(ドレクスレラ(Drechsler
a)と同義、テレオモルフ:コクリオボルス(Cochliobolus));ヘミレイア属の種(Hemileia s
pp.)、例えば、コーヒーにつくヘミレイア・バスタトリックス(H. vastatrix)(コーヒー
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葉さび病);ブドウの木につくイサリオプシス・クラビスポラ(Isariopsis clavispora)(ク
ラドスポリウム・ビチス(Cladosporium vitis)と同義);ダイズ及びワタにつくマクロフォ
ミナ・ファセオリナ(Macrophomina phaseolina)(ファセオリ(phaseoli)と同義)(根腐れ病
及び軸腐れ病);禾穀類(例えば、コムギ若しくはオオムギ)につくミクロドチウム(Microdo
chium)(フサリウム(Fusarium)と同義)・ニバレ(nivale)(紅色雪腐病);ダイズにつくミク
ロスファエラ・ジフサ(Microsphaera diffusa)(うどん粉病);モニリニア属の種(Monilini
a spp.)、核果類及び他のバラ科植物につく例えば、モニリニア・ラクサ(M. laxa)、モニ
リニア・フルクチコラ(M. fructicola)及びモニリニア・フルクチゲナ(M. fructigena)(
花枯れ病及び枝枯れ病、褐色腐敗病);禾穀類、バナナ、ソフトフルーツ及び粉砕ナッツに
つくミコスファエレラ属の種(Mycosphaerella spp.)、例えば、コムギにつくミコスファ
エレラ・グラミニコラ(M. graminicola)(アナモルフ:セプトリア・トリチキ(Septoria tr
itici)、セプトリア斑点病)若しくはバナナにつくミコスファエレラ・フジエンシス(M. f
ijiensis)(ブラックシガトカ病);
キャベツ(例えば、ペロノスポラ・ブラシカエ(P. brassicae))、アブラナ(例えば、ペロ
ノスポラ・パラシチカ(P. parasitica))、タマネギ(例えば、ペロノスポラ・デストルク
トル(P. destructor))、タバコ(ペロノスポラ・タバキナ(P.tabacina))及びダイズ(例え
ば、ペロノスポラ・マンシュリカ(P. manshurica))につくペロノスポラ属の種(Peronospo
ra spp.)(べと病);ダイズにつくファコスプソラ・パクリジ(Phakopsora pachyrhizi)及び
ファコスプスラ・メイボミアエ(P. meibomiae)(ダイズさび病);ブドウの木(例えば、フィ
アロフォラ・トラケイフィラ(P. tracheiphila)及びフィアロフォラ・テトラスポラ(P. t
etraspora))、並びにダイズ(例えば、フィアロフォラ・グレガタ(P. gregata):軸腐れ病)
につくフィアロフォラ属の種(Phialophora spp.);アブラナ及びキャベツにつくフォマ・
リンガム(Phoma lingam)(根腐れ病及び軸腐れ病)、並びにサトウダイコンにつくフォマ・
ベタエ(P. betae)(根腐れ病、斑点病及び立ち枯れ病);ヒマワリ、ブドウの木(例えば、フ
ォモプシス・ビチコラ(P. viticola):蔓割病(can and leaf spot))及びダイズ(例えば、
軸腐れ病:フォモプシス・ファセオリ(P. phaseoli)、テレオモルフ:ジアポルテ・ファセ
オロルム(Diaporthe phaseolorum))につくフォモプシス属の種(Phomopsis spp.);トウモ
ロコシにつくフィソデルマ・マイジス(Physoderma maydis)(褐斑病);パプリカ及びウリ科
植物(例えば、フィトフトラ・カプシキ(P. capsici))、ダイズ(例えば、フィトフトラ・
メガスペルマ(P. megasperma)、フィトフトラ・ソジャエ(P. sojae)と同義)、ジャガイモ
及びトマト(例えば、フィトフトラ・インフェスタンス(P. infestans):葉枯れ病)、並び
に広葉樹(例えば、フィトフトラ・ラモルム(P. ramorum):オーク突然死病)などの様々な
植物につくフィトフトラ属の種(Phytophthora spp.)(立ち枯れ病、根腐れ病、葉枯れ病、
果実腐敗病及び軸腐れ病);キャベツ、アブラナ、ダイコン及び他の植物につくプラスモジ
オフォラ・ブラシカエ(Plasmodiophora brassicae)(根こぶ病);プラスモパラ属の種(Plas
mopara spp.)、例えば、ブドウの木につくプラスモパラ・ビチコラ(P. viticola)(ブドウ
の木のべと病)及びヒマワリにつくプラスモパラ・ハルステジ(P. halstedii);バラ科植物
、ホップ、仁果類及びソフトフルーツにつくポドスファエラ属の種(Podosphaera spp.)(
うどん粉病)、例えば、リンゴにつくポドスファエラ・ロイコトリカ(P. leucotricha);例
えば、オオムギ及びコムギなどの禾穀類(ポリミキサ・グラミニス(P. graminis))並びに
サトウダイコン(ポリミキサ・ベタエ(P. betae))につくポリミキサ属の種(Polymyxa spp.
)、並びにそれによって伝播されるウイルス病;禾穀類、例えば、コムギ及びオオムギにつ
くシュードセルコスポレラ・ヘルポトリコイデス(Pseudocercosporella herpotrichoides
)(眼紋病、テレオモルフ:タペシア・ヤルンダエ(Tapesia yallundae));例えば、ウリ科植
物につくシュードペロノスポラ・クベンシス(P. cubensis)若しくはホップにつくシュー
ドペロノスポラ・フミリ(P. humili)などの、様々な植物につくシュードペロノスポラ(Ps
eudoperonospora)(べと病);ブドウの木につくシュードペジクラ・トラケイフィラ(Pseudo
pezicula tracheiphila)(レッドファイア病若しくはロットブレナー、アナモルフ:フィア
ロフォラ(Phialophora));例えば、コムギ、オオムギ若しくはライムギなどの禾穀類につ
くプッキニア・トリチキナ(P. triticina)(茶さび病若しくは葉さび病)、プッキニア・ス
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トリフォルミス(P. striiformis)(縞さび病若しくは黄さび病)、プッキニア・ホルデイ(P
. hordei)(ドワーフさび病)、プッキニア・グラミニス(P. graminis)(軸さび病若しくは
黒さび病)、又はプッキニア・レコンジタ(P. recondita)(茶さび病若しくは葉さび病)、
サトウキビにつくシュードペロノスポラ・クエフニイ(P. kuehnii)(橙さび病)並びにアス
パラガスにつくプッキニア・アスパラギ(P. asparagi)などの、様々な植物につくプッキ
ニア属の種(Puccinia spp.)(さび病);コムギにつくピレノフォラ(Pyrenophora)(アナモル
フ:ドレクスレラ(Drechslera))・トリチキ－レペンチス(tritici-repentis)(褐斑病)、若
しくはオオムギにつくピレノフォラ・テレス(P. teres)(網斑病);ピリクラリア属の種(Py
ricularia spp.)、例えば、イネにつくピリクラリア・オリザエ(P. oryzae)(テレオモル
フ:マグナポルテ・グリセア(Magnaporthe grisea)、イモチ病)、並びに芝及び禾穀類につ
くピリクラリア・グリセア(P. grisea);芝、イネ、トウモロコシ、コムギ、ワタ、アブラ
ナ、ヒマワリ、ダイズ、サトウダイコン、野菜及び他の様々な植物につくピチウム属の種
(Pythium spp.)(立ち枯れ病)(例えば、ピチウム・ウルチムム(P. ultimum)若しくはピチ
ウム・アファニデルマツム(P. aphanidermatum));ラムラリア属の種(Ramularia spp.)、
例えば、オオムギにつくラムラリア・コロ－シグニ(R. collo-cygni)(ラムラリア斑点病
、生理的斑点病)、及びサトウダイコンにつくラムラリア・ベチコラ(R. beticola);ワタ
、イネ、ジャガイモ、芝、トウモロコシ、アブラナ、ジャガイモ、サトウダイコン、野菜
及び他の様々な植物につくリゾクトニア属の種(Rhizoctonia spp.)、例えば、ダイズにつ
くリゾクトニア・ソラニ(R. solani)(根腐れ病及び軸腐れ病)、イネにつくリゾクトニア
・ソラニ(R. solani)(紋枯病)、又はコムギ若しくはオオムギにつくリゾクトニア・セレ
アリス(R. cerealis)(リゾクトニアの春枯れ病(Rhizoctonia spring blight));イチゴ、
ニンジン、キャベツ、ブドウの木及びトマトにつくリゾプス・ストロニフェル(Rhizopus 
stolonifer)(黒かび病、軟腐病);オオムギ、ライムギ及びライコムギにつくリンコスポリ
ウム・セカリス(Rhynchosporium secalis)(雲形病);イネにつくサロクラジウム・オリザ
エ(Sarocladium oryzae)及びサロクラジウム・アッテヌアツム(S. attenuatum)(鞘腐れ病
);野菜及び畑作物、例えば、アブラナ、ヒマワリ(例えば、スクレロチニア・スクレロチ
オルム(S. sclerotiorum))及びダイズ(例えば、スクレロチニア・ロルフシ(S. rolfsii)
若しくはスクレロチニア・スクレロチオルム(S. sclerotiorum))につくスクレロチニア属
の種(Sclerotinia spp.)(軸腐れ病若しくは白かび病);様々な植物につくセプトリア属の
種(Septoria spp.)、例えば、ダイズにつくセプトリア・グリキネス(S. glycines)(褐斑
病)、コムギにつくセプトリア・トリチキ(S. tritici)(セプトリア斑点病)及び禾穀類に
つくセプトリア(S.(スタゴノスポラ(Stagonospora)と同義)・ノドルム(nodorum)(スタゴ
ノスポラ斑点病);ブドウの木につくウンキヌラ(Uncinula)(エリシフェ(Erysiphe)と同義)
・ネカトル(necator)(うどん粉病、アナモルフ:オイジウム・ツケリ(Oidium tuckeri));
トウモロコシ(例えば、セトスパエリア・ツルキクム(S. turcicum)、ヘルミントスポリウ
ム・ツルキクム(Helminthosporium turcicum)と同義)及び芝につくセトスパエリア属の種
(Setospaeria spp.)(黒葉枯れ病);トウモロコシ(例えば、スファセロテカ・レイリアナ(S
. reiliana):黒穂病)、モロコシ及びサトウキビにつくスファセロテカ属の種(Sphaceloth
eca spp.)(黒穂病);ウリ科植物につくスファエロテカ・フリギネア(Sphaerotheca fuligi
nea)(うどん粉病);ジャガイモにつくスポンゴスポラ・スブテラネア(Spongospora subter
ranea)(うどん粉病)、及びそれにより伝播されるウイルス病;禾穀類につくスタゴノスポ
ラ属の種(Stagonospora spp.)、例えば、コムギにつくスタゴノスポラ・ノドルム(S. nod
orum)(スタゴノスポラ斑点病、テレオモルフ:レプトスファエリア(Leptosphaeria)[ファ
エオスファエリア(Phaeosphaeria)と同義]・ノドルム(nodorum));ジャガイモにつくシン
チトリウム・エンドビオチクム(Synchytrium endobioticum)(ジャガイモ瘤病);タフリナ
属の種(Taphrina spp.)、例えば、モモにつくタフリナ・デフォルマンス(T. deformans)(
縮葉病)及びプラムにつくタフリナ・プルニ(T. pruni)(プラムふくらみ病);タバコ、仁果
類、野菜、ダイズ及びワタにつくチエラビオプシス属の種(Thielaviopsis spp.)(黒根腐
れ病)、例えば、チエラビオプシス・バシコラ(T. basicola)(チャララ・エレガンス(Chal
ara elegans)と同義);禾穀類につくチレチア属の種(Tilletia spp.)(なまぐさ黒穂病若し
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くは黒穂病)、例えば、コムギにつくチレチア・トリチキ(T. tritici)(チレチア・カリエ
ス(T. caries)と同義、コムギ黒穂病)及びチレチア・コントロベルサ(T. controversa)(
萎縮黒穂病);オオムギ若しくはコムギにつくチフラ・インカルナタ(Typhula incarnata)(
灰雪かび病);ウロシスチス属の種(Urocystis spp.)、例えば、ライムギにつくウロシスチ
ス・オクルタ(U. occulta)(軸黒穂病);マメ(例えば、ウロミセス・アペンジクラツス(U. 
appendiculatus)、ウロミセス・ファセオリ(U. phaseoli)と同義)及びサトウダイコン(例
えば、ウロミセス・ベタエ(U. betae))などの野菜につくウロミセス属の種(Uromyces spp
.)(さび病);禾穀類(例えば、ウスチラゴ・ヌダ(U. nuda)及びウスチラゴ・アバエナエ(U.
 avaenae))、トウモロコシ(例えば、ウスチラゴ・マイジス(U. maydis):トウモロコシ黒
穂病)及びサトウキビにつくウスチラゴ属の種(Ustilago spp.)(裸黒穂病);リンゴ(例えば
、ベンツリア・イナエクアリス(V. inaequalis))及びナシにつくベンツリア属の種(Ventu
ria spp.)(黒星病);並びに、果実及び観賞用植物、ブドウの木、ソフトフルーツ、野菜及
び畑作物などの様々な植物につくベルチキリウム属の種(Verticillium spp.)(立ち枯れ病
)、例えば、イチゴ、アブラナ、ジャガイモ及びトマトにつくベルチキリウム・ダリアエ(
V. dahliae)。
【０２１４】
　本発明混合物は、資材(例えば木材、紙、塗料分散剤、繊維又は織物)の保護及び保存生
産物の保護で発生する菌類病を防除するためにも適する。用語「資材の保護」は、有害な
微生物、例えば菌類及び細菌による加害及び破壊に対する、接着剤、糊、木材、紙及び板
紙、布、革、塗料分散剤、プラスチック、コリング(colling)潤滑剤、繊維若しくは織物
などの工業及び非生物的資材の保護を表すものと理解するべきである。木材及び他の資材
の保護に関しては、以下の有害菌類に特別な注意が払われる:オフィオストーマ属の種(Op
hiostoma spp.)、セラトシステス属の種(Ceratocystis spp.)、オーレオバシジウム・プ
ルラン(Aureobasidium pullulans)、スクレロフォーマ属の種(Sclerophoma spp.)、ケト
ミウム属の種(Chaetomium spp.)、フミコーラ属の種(Humicola spp.)、ペトリエラ属の種
(Petriella spp.)、トリクルス属の種(Trichurus spp.)などの子嚢菌類;コニオフォーラ
属の種(Coniophora spp.)、カワラタケ属の種(Coriolus spp.)、グロエオフィラム属の種
(Gloeophyllum spp.)、マツオウジ属の種(Lentinus spp.)、ヒラタケ属の種(Pleurotus s
pp.)、ポリア属の種(Poria spp.)、セルプラ属の種(Serpula spp.)及びチロミセス属の種
(Tyromyces spp.)などの担子菌類、アスペルギルス属の種(Aspergillus spp.)、クラドス
ポリウム属の種(Cladosporium spp.)、ペニシリウム属の種(Penicillium spp.)、トリコ
ルマ属の種(Trichorma spp.)、アルテルナリア属の種(Alternaria spp.)、ペシロマイセ
ス属の種(Paecilomyces spp.)などの不完全菌類、並びにケカビ属の種(Mucor spp.)など
の接合菌類、さらに、保存生産物及び収穫物の保護では、以下の酵母菌が注意に値する:
カンジダ属の種(Candida spp.)及びサッカロミセス・セレビゼ(Saccharomyces cerevisae
)。
【０２１５】
　それらは、バナナ、綿、野菜種(例えばキュウリ、豆及びウリ科の植物)、大麦、草、オ
ート麦、コーヒー、ジャガイモ、トウモロコシ、果物種、米、ライ麦、ダイズ、トマト、
ブドウ、小麦、観賞植物、サトウキビなどの様々な栽培植物、さらに多数の植物増殖材料
(好ましくは、種子)の上の多数の有害菌類を防除するのに特に重要である。
【０２１６】
　「場所」は、有害生物が成長しているか、成長することができる植物、植物増殖材料(
好ましくは種子)、土、領域、資材又は環境を意味する。
【０２１７】
　一般に、「殺有害生物剤として有効な量」は、本発明混合物又は混合物を含む組成物の
、標的生物体の壊死、死、遅滞、予防及び除去、破壊、さもなければ発生及び活性を減ら
す効果を含む成長に対する観察可能な効果を達成するために必要な量を意味する。殺有害
生物剤として有効な量は、本発明で用いられる様々な混合物/組成物で異なってよい。混
合物/組成物の殺有害生物剤として有効な量は、殺有害生物剤の所望の効果及び持続期間
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、天気、標的種、場所、施用様式などの支配的な条件によっても異なる。
【０２１８】
　上で述べたように、本発明は、植物の健康を向上させるための方法を含み、そこで、植
物、植物が成長するか成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖材料は、本
発明混合物の植物健康有効量で処理される。
【０２１９】
　用語「植物健康有効量」は、本明細書で定義される植物健康効果を達成するのに十分で
ある本発明混合物の量を表す。用いる量、施用方法及び適する比に関するより多くの例示
的な情報は、下で与えられる。いずれにしろ、当業者は、そのような量が広く異なること
ができ、様々な因子、例えば処理される栽培植物又は資材及び気候条件によって決まると
いう事実に周知している。
【０２２０】
　用語「有効量」は、場合によって用語「植物健康有効量」及び/又は「殺有害生物剤と
して有効な量」を含む。
【０２２１】
　混合物を調製する場合には、純粋な活性化合物を使用することが好ましく、それへ、有
害生物に対するさらなる活性化合物、例えば殺虫剤、除草剤、殺菌剤又は除草性若しくは
成長調節活性化合物又は肥料を必要に応じてさらなる活性成分として加えることができる
。
【０２２２】
　本発明混合物は、菌類又は菌類の攻撃から保護すべき植物、植物増殖材料(好ましくは
種子)、資材又は土を活性化合物I及びIIの殺有害生物剤として有効な量で処理することに
よって使用される。施用は、有害菌類による資材、植物又は植物増殖材料(好ましくは種
子)の感染の前及び後の両方で実行することができる。
【０２２３】
　好ましくは、本発明混合物は、菌類又は有害生物の攻撃から保護すべき植物若しくは土
を活性化合物の殺有害生物剤として有効な量による葉面散布で処理することによって使用
される。ここでも、施用は、有害菌類による植物の感染の前及び後の両方で実行すること
ができる。
【０２２４】
　有害菌類と闘う方法では、化合物の種類及び所望の効果に従い、本発明による混合物の
施用量は、0.1g/ヘクタールから10000g/ヘクタール、好ましくは2g/ヘクタールから2500g
/ヘクタール、より好ましくは5から1000g/ヘクタール、最も好ましくは10から750g/ヘク
タール、特に20から500g/ヘクタールである。
【０２２５】
　本発明混合物で処理することができる植物並びに前記植物の増殖材料には、全ての遺伝
子改変植物又はトランスジェニック植物、例えば遺伝子工学方法を含む育種のために除草
剤、又は殺菌剤又は殺虫剤の作用に耐える作物、或いは、例えば伝統的な育種方法及び/
又は突然変異体の生成、又は組換え手法によって生成することができる、既存植物と比較
して改変された特徴を有する植物が含まれる。
【０２２６】
　例えば、本発明による混合物は、それらに限定されないが市販の又は開発中の農業生物
工学製品を含む、育種、突然変異生成又は遺伝子工学によって改変された植物に対しても
施用することができる(種子処理剤、噴霧処理剤として、溝に、又は他の任意の手段によ
って) (参照http://www.bio.org/speeches/pubs/er/agri_products.asp)。遺伝子改変植
物は、自然状況下では交差育種、突然変異又は自然組換えによって容易に得られない、遺
伝物質が組換えDNA技術を用いて改変された植物である。一般的に、植物の特定の特性を
向上させるために、遺伝子改変植物の遺伝物質に一つ又は複数の遺伝子が組み込まれてい
る。そのような遺伝子改変には、それらに限定されないが、プレニル化、アセチル化若し
くはファルネシル化部分又はPEG部分などの、例えばグリコシル化又はポリマー付加によ
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るタンパク質(複数可)、オリゴ又はポリペプチドを標的にした翻訳後修飾も含まれる。
【０２２７】
　育種、突然変異生成又は遺伝子工学によって改変された植物は、育種又は遺伝子工学の
従来の方法の結果として、例えば特定のクラスの除草剤、例えばヒドロキシフェニルピル
ビン酸ジオキシゲナーゼ(HPPD)阻害剤;アセトラクテート合成酵素(ALS)阻害剤、例えばス
ルホニル尿素(例えばUS6,222,100、WO01/82685、WO00/26390、WO97/41218、WO98/02526、
WO98/02527、WO04/106529、WO05/20673、WO03/14357、WO03/13225、WO03/14356、WO04/16
073を参照)又はイミダゾリノン(例えばUS6,222,100、WO01/82685、WO00/026390、WO97/41
218、WO98/002526、WO98/02527、WO04/106529、WO05/20673、WO03/014357、WO03/13225、
WO03/14356、WO04/16073を参照);エノールピリビルシキメート-3-ホスフェート合成酵素(
EPSP)阻害剤、例えばグリホサート(例えばWO92/00377を参照);グルタミン合成酵素(GS)阻
害剤、例えばグルホシネート(例えばEP-A242 236、EP-A242 246を参照)又はオキシニル除
草剤(例えばUS5,559,024を参照)の施用に対して耐性にされている。いくつかの栽培植物
は、従来の育種方法(突然変異生成)によって除草剤に耐性にされており、例えばClearfie
ld(登録商標)夏ナタネ(キャノーラ、BASF SE、Germany)は、イミダゾリノン、例えばイマ
ザモックスに耐性である。大豆、綿、トウモロコシ、ビート及びナタネなどの栽培植物を
グリホサート及びグルホシネートなどの除草剤に耐性にするために遺伝子工学方法が用い
られ、そのいくつかは、商品名RoundupReady(登録商標)(グリホサート耐性、Monsanto、U
.S.A.)及びLibertyLink(登録商標)(グルホシネート耐性、Bayer CropScience、Germany)
の下で市販されている。
【０２２８】
　さらに、組換えDNA技術を用いて一つ又は複数の殺虫性タンパク質、特に細菌のバシラ
ス属から、特にバチルス・チューリンゲンシスから知られるもの、例えばδ-エンドトキ
シン、例えばCryIA(b)、CryIA(c)、CryIF、CryIF(a2)、CryIIA(b)、CryIIIA、CryIIIB(b1
)又はCry9c;植物殺虫性タンパク質(VIP)、例えばVIP1、VIP2、VIP3又はVIP3A;線虫定着細
菌、例えばフォトラブダス属の種(Photorhabdus spp.)又はゼノラブダス属の種(Xenorhab
dus spp.)の殺虫性タンパク質;動物によって産生される毒素、例えばサソリ毒、蜘蛛形動
物毒素、ハチ毒又は他の昆虫特異的ニューロトキシン;菌類によって産生される毒素、例
えばストレプトミセス菌毒素、植物レクチン、例えばエンドウ又は大麦レクチン;アグル
チニン;プロテイナーゼ阻害剤、例えばトリプシンインヒビター、セリンプロテアーゼイ
ンヒビター、パタチン、シスタチン又はパパイン阻害剤;リボソーム不活性化タンパク質(
RIP)、例えばリシン、メイズRIP、アブリン、ルフィン、サポリン又はブリョジン;ステロ
イド代謝酵素、例えば3-水酸化ステロイドオキシダーゼ、エクジステロイドIDPグリコシ
ルトランスフェラーゼ、コレステロールオキシダーゼ、エクジソン阻害剤又はHMG-CoA-レ
ダクターゼ;イオンチャネル遮断薬、例えばナトリウム又はカルシウムチャネルの遮断薬;
幼若ホルモンエステラーゼ;利尿ホルモン受容体(ヘリコキニン受容体);スチルベン合成酵
素、ビベンジル合成酵素、キチナーゼ又はグルカナーゼを合成することが可能な植物も含
まれる。本発明との関連で、これらの殺虫性タンパク質又は毒素は、前毒素、ハイブリッ
ドタンパク質、切断されたかさもなければ改変されたタンパク質としても明示的に理解す
るべきである。ハイブリッドタンパク質は、タンパク質ドメインの新規組合せを特徴とす
る(例えば、WO02/015701を参照)。そのような毒素又はそのような毒素を合成することが
可能な遺伝子改変植物のさらなる例は、例えばEP-A374 753、WO93/007278、WO95/34656、
EP-A427 529、EP-A451 878、WO03/18810及びWO03/52073に開示される。そのような遺伝子
改変植物を生成するための方法は当分野の技術者に一般に公知であり、例えば前述の刊行
物に記載される。遺伝子改変植物に含まれるこれらの殺虫性タンパク質は、これらのタン
パク質を産生する植物に、節足動物(athropods)の全ての分類群の有害生物、特に甲虫(Co
eloptera)、双翅昆虫(Diptera)及び蛾(Lepidoptera)、並びに線虫(Nematoda)に対する耐
性を付与する。一つ又は複数の殺虫性タンパクを合成することが可能な遺伝子改変植物は
、例えば前述の刊行物に記載され、そのいくつかは、YieldGard(登録商標)(Cry1Ab毒素を
産生するトウモロコシ栽培種)、YieldGard(登録商標)Plus(Cry1Ab及びCry3Bb1毒素を産生
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するトウモロコシ栽培種)、Starlink(登録商標)(Cry9c毒素を産生するトウモロコシ栽培
種)、Herculex(登録商標)RW(Cry34Ab1、Cry35Ab1及び酵素フォスフィノスリシン-N-アセ
チルトランスフェラーゼ[PAT]を産生するトウモロコシ栽培種);NuCOTN(登録商標)33B(Cry
1Ac毒素を産生する綿の栽培種)、Bollgard(登録商標)I(Cry1Ac毒素を産生する綿の栽培種
)、Bollgard(登録商標)II(Cry1Ac及びCry2Ab2毒素を産生する綿の栽培種); VIPCOT(登録
商標)(VIP毒素を産生する綿の栽培種); NewLeaf(登録商標)(Cry3A毒素を産生するジャガ
イモ栽培種);Bt-Xtra(登録商標)、NatureGard(登録商標)、KnockOut(登録商標)、BiteGar
d(登録商標)、Protecta(登録商標)、Bt11(例えばAgrisure(登録商標)CB)及びSyngenta Se
eds SAS、FranceからのBt176(Cry1Ab毒素及びPAT酵素を産生するトウモロコシ栽培種)、S
yngenta Seeds SAS、FranceからのMIR604(Cry3A毒素の改変バージョンを産生するトウモ
ロコシ栽培種、参照WO03/018810)、Monsanto Europe S.A.、BelgiumからのMON 863(Cry3B
b1毒素を産生するトウモロコシ栽培種)、Monsanto Europe S.A.、BelgiumからのIPC 531(
Cry1Ac毒素の改変バージョンを産生する綿の栽培種)並びにPioneer Overseas Corporatio
n、Belgiumからの1507(Cry1F毒素及びPAT酵素を産生するトウモロコシ栽培種)などのよう
に市販されている。
【０２２９】
　さらに、組換えDNA技術を用いて、細菌、ウイルス又は菌類の病原体へのそれらの植物
の抵抗性又は耐性を増加させる一つ又は複数のタンパク質を合成することが可能な植物も
含まれる。そのようなタンパク質の例は、いわゆる「病因関連タンパク質」(PRタンパク
質、例えばEP-A392 225を参照)、植物病害抵抗性遺伝子(例えばメキシコの野生ジャガイ
モソラナム・バルボカスタナム(Solanum bulbocastanum)に由来する、フィトフトラ・イ
ンフェスタンス(Phytophthora infestans)に対して作用する抵抗性遺伝子を発現するジャ
ガイモ栽培種)、又はT4リゾチーム(例えばエルウィニア・アミルボーラ(Erwinia amylvor
a)などの細菌に対して増加した抵抗性を有する、これらのタンパク質を合成することが可
能なジャガイモ栽培種)である。そのような遺伝子改変植物を生成するための方法は当分
野の技術者に一般に公知であり、例えば前述の刊行物に記載される。
【０２３０】
　さらに、組換えDNA技術を用いて、生産性(例えばバイオマス生産、穀物収量、デンプン
含量、含油量若しくはタンパク含量)、かんばつ、塩分若しくは他の成長制限環境因子へ
の耐性、又はそれらの植物の有害生物及び菌類、細菌若しくはウイルスの病原体への耐性
を高める一つ又は複数のタンパク質を合成することが可能な植物も含まれる。
【０２３１】
　さらに、組換えDNA技術を用いて、特にヒト又は動物の栄養を改善するために、含有物
質又は新しい含有物質の改変された量を含む植物、例えば健康促進性の長鎖オメガ3脂肪
酸又は不飽和オメガ9脂肪酸を生成する油料作物(例えばNexera(登録商標)ナタネ、DOW Ag
ro Sciences、Canada)も含まれる。
【０２３２】
　さらに、組換えDNA技術を用いて、原材料の生成を特に向上させるために、含有物質又
は新しい含有物質の改変された量を含む植物、例えば増加した量のアミロペクチンを生成
するジャガイモ(例えばAmflora(登録商標)ジャガイモ、BASF SE、Germany)も含まれる。
【０２３３】
　当初に指摘されるように、本発明の好ましい実施形態では、本発明混合物は、種子並び
に苗の根部及び新葉、好ましくは種子の保護のために用いられる。
【０２３４】
　種子処理は、圃場に栽植する前に種子箱内で行うことができる。
【０２３５】
　種子処理の目的のためには、本発明混合物中の重量配分比は、本発明混合物の化合物の
特性から一般に決まる。
【０２３６】
　種子処理のために特に有用である通常の製剤は、例えば以下のとおりである:
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A 液剤(SL、LS)
D エマルション製剤(EW、EO、ES)
E 懸濁製剤(SC、OD、FS)
F 顆粒水和剤及び顆粒水溶剤(WG、SG)
G 水和剤及び水溶剤(WP、SP、WS)
H ゲル製剤(GF)
I 粉剤(DP、DS)
　これらの組成物は、希釈後、又は未希釈で植物増殖材料、特に種子に施用することがで
きる。これらの組成物は、希釈後、又は未希釈で植物増殖材料、特に種子に施用すること
ができる。問題の組成物は、2倍から10倍の希釈の後、すぐ使用できる製剤中に0.01から6
0重量%、好ましくは0.1から40重量%の活性物質濃度を与える。施用は、播種の前かその最
中に実行することができる。
【０２３７】
　本発明混合物及びその組成物をそれぞれ植物増殖材料、特に種子に施用するための方法
は当技術分野で公知であり、その方法には、それらに限定されないが、種子ドレッシング
、種子コーティング、種子粉衣、種子浸漬、種子膜コーティング、種子多層膜コーティン
グ、種子被覆、種子ドリッピング及び種子ペレット化が含まれる。
【０２３８】
　好ましい実施形態では、化合物又はその組成物は、発芽を誘導しないような方法によっ
て、例えば種子ドレッシング、ペレット化、コーティング及び粉衣によってそれぞれ植物
増殖材料に施用される。
【０２３９】
　植物増殖材料(好ましくは種子)の処理では、本発明混合物の施用量は、一般的には製剤
化された生産品(通常10から750g/lの活性物質(複数可)を含む)についてである。
【０２４０】
　本発明は、植物の増殖生産品、特に、上で定義された混合物又は二つ以上の有効成分の
本発明混合物を含む組成物(通常の製剤)又は有効成分の一つを各々提供する二つ以上の組
成物の混合物を含む、すなわち、それをコーティングされ及び/又は含有する種子にも関
する。植物増殖材料(好ましくは種子)は、100kgの植物増殖材料(好ましくは種子)につき0
.1gから10kg、好ましくは100kgの植物増殖材料(好ましくは種子)につき0.1gから1kgの量
で本発明混合物を含む。
【０２４１】
　本発明混合物の化合物の別々又は一緒の施用は、植物の播種の前か後、又は植物の出芽
の前か後に、種子、苗、植物又は土に噴霧又は散粉することによって実行される。
【０２４２】
　土壌施用の一変形形態に従って、本発明のさらなる対象は、種子が播種されている開放
溝に本発明混合物を含む固体又は液体の製剤を加えること、或いは開放溝に種子及び製剤
を同時に施用することを含む溝処理にある。
【０２４３】
　本発明の混合物は、動物の有害生物、好ましくは有害無脊椎動物との闘いにも適する。
【０２４４】
　本明細書で用いられる用語「有害無脊椎動物」は、植物を攻撃し、それによって攻撃さ
れる植物にかなりの傷害を引き起こすことができる動物集団、例えば昆虫、蛛形類及び線
虫、並びに動物、特に例えば哺乳動物若しくは鳥類などの温血動物、又は爬虫類、両生類
若しくは魚類などの他の高等動物に寄生し、それによって寄生される動物にかなりの傷害
を引き起こすことができる外部寄生生物を包含する。
【０２４５】
　本発明の混合物によって防除される無脊椎有害生物には、例えば以下のものが含まれる
:
　害虫という用語は、以下の目からの有害動物を意味する。
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【０２４６】
鱗翅目(Lepidoptera)に由来する昆虫、例えば、アグロティス・イプシロン(Agrotis ypsi
lon)、アグロティス・セゲタム(Agrotis segetum)、アラバマ・アルギラセア(Alabama ar
gillacea)、アンチカルシア・ゲマタリス(Anticarsia gemmatalis)、アルギレスチア・コ
ンジュゲラ(Argyresthia conjugella)、オートグラファ・ガンマ(Autographa gamma)、ブ
パルス・ピニアリウス(Bupalus piniarius)、カコエキア・ムリナナ(Cacoecia murinana)
、カプア・レチキュラナ(Capua reticulana)、ケイマトビア・ブルマタ(Cheimatobia bru
mata)、コリストネウラ・フミフェラナ(Choristoneura fumiferana)、コリストネウラ・
オシデンタリス(Choristoneura occidentalis)、キルフィス・ウニパンクタ(Cirphis uni
puncta)、シディア・ポモネラ(Cydia pomonella)、デンドロリマス・ピニ(Dendrolimus p
ini)、ジアファニア・ニチダリス(Diaphania nitidalis)、ジアトラエア・グランジオセ
ラ(Diatraea grandiosella)、エアリアス・インスラナ(Earias insulana)、エラスモパル
パス・リグノセラス(Elasmopalpus lignosellus)、エウポエキリア・アンビゲラ(Eupoeci
lia ambiguella)、エベトリア・ボーリアナ(Evetria bouliana)、フェルチア・サブテラ
ネア(Feltia subterranea)、ガレリア・メロネラ(Galleria mellonella)、グラホリタ・
フネブラナ(Grapholitha funebrana)、グラホリタ・モレスタ(Grapholitha molesta)、ヘ
リオチス・アルミゲラ(Heliothis armigera)、ヘリオチス・ビレセンス(Heliothis vires
cens)、ヘリオチス・ゼア(Heliothis zea)、ヘルラ・ウンダリス(Hellula undalis)、ヒ
ベルニア・デフォリアリア(Hibernia defoliaria)、ヒファントリア・クネア(Hyphantria
 cunea)、ヒポノメウタ・マリネルス(Hyponomeuta malinellus)、ケイフェリア・リコペ
ルシセラ(Keiferia lycopersicella)、ラムジナ・フィスセラリア(Lambdina fiscellaria
)、ラフィグマ・エキシグア(Laphygma exigua)、ロイコプテラ・コフェーラ(Leucoptera 
coffeella)、ロイコプテラ・シテラ(Leucoptera scitella)、リトコレティス・ブランカ
ルデラ(Lithocolletis blancardella)、ロベシア・ボトラナ(Lobesia botrana)、ロキソ
ステジ・スティクティカリス(Loxostege sticticalis)、リマントリア・ジスパー(Lymant
ria dispar)、リマントリア・モナカ(Lymantria monacha)、リオネチア・クレルケラ(Lyo
netia clerkella)、マラコソマ・ニューストリア(Malacosoma neustria)、マメストラ・
ブラシカエ(Mamestra brassicae)、オルギア・シュードツガタ(Orgyia pseudotsugata)、
オストリニア・ヌビラリス(Ostrinia nubilalis)、パノリス・フラメア(Panolis flammea
)、ペクチノフォラ・ゴシピエラ(Pectinophora gossypiella)、ペリドロマ・サウキア(Pe
ridroma saucia)、ファレラ・ブセファラ(Phalera bucephala)、フトリマエア・オペルク
レラ(Phthorimaea operculella)、フィロクニスティス・キトレラ(Phyllocnistis citrel
la)、ピエリス・ブラシカエ(Pieris brassicae)、プラチペナ・スカブラ(Plathypena sca
bra)、プルテラ・キシロステラ(Plutella xylostella)、シュードプルシア・インクルデ
ンス(Pseudoplusia includens)、リアキオニア・フルストラナ(Rhyacionia frustrana)、
スクロビパルプラ・アブソルタ(Scrobipalpula absoluta)、シトトラガ・セレアレラ(Sit
otroga cerealella)、スパルガノティス・ピレリアナ(Sparganothis pilleriana)、スポ
ドプテラ・フルギペルダ(Spodoptera frugiperda)、スポドプテラ・リトラリス(Spodopte
ra littoralis)、スポドプテラ・リツラ(Spodoptera litura)、タウマトポエア・ピチオ
カンパ(Thaumatopoea pityocampa)、トルトリックス・ビリダナ(Tortrix viridana)、ト
リコプルシア・ニ(Trichoplusia ni)及びゼイラフェラ・カナデンシス(Zeiraphera canad
ensis);
甲虫(甲虫目(Coleoptera))、例えば、アグリルス・シヌアツス(Agrilus sinuatus)、アグ
リオテス・リネアツス(Agriotes lineatus)、アグリオテス・オブスクルス(Agriotes obs
curus)、アンヒマルス・ソルスチチアリス(Amphimallus solstitialis)、アニサンドルス
・ジスパル(Anisandrus dispar)、アントノムス・グランジス(Anthonomus grandis)、ア
ントノムス・ポモルム(Anthonomus pomorum)、アトマリア・リネアリス(Atomaria linear
is)、ブラストファグス・ピニペルダ(Blastophagus piniperda)、ブリトファガ・ウンダ
ータ(Blitophaga undata)、ブルクス・ルフィマヌス(Bruchus rufimanus)、ブルクス・ピ
ソルム(Bruchus pisorum)、ブルクス・レンチス(Bruchus lentis)、ビクチスクス・ベツ
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ラエ(Byctiscus betulae)、カシダ・ネブロサ(Cassida nebulosa)、セロトマ・トリフル
カタ(Cerotoma trifurcata)、ソートリンクス・アシミリス(Ceuthorrhynchus assimilis)
、ソートリンクス・ナピ(Ceuthorrhynchus napi)、カエトクネマ・チビアリス(Chaetocne
ma tibialis)、コノデルス・ベスペルチヌス(Conoderus vespertinus)、クリオセリス・
アスパラギ(Crioceris asparagi)、ジアブロチカ・ロンギコルニス(Diabrotica longicor
nis)、ジアブロチカ・12-プンクタタ(Diabrotica 12-punctata)、ジアブロチカ・ビルギ
フェラ(Diabrotica virgifera)、エピラクナ・バリベスチス(Epilachna varivestis)、エ
ピトリックス・ヒルチペニス(Epitrix hirtipennis)、エウチノボトルス・ブラシリエン
シス(Eutinobothrus brasiliensis)、ヒロビウス・アビエチス(Hylobius abietis)、ヒペ
ラ・ブルネイペニス(Hypera brunneipennis)、ヒペラ・ポスチカ(Hypera postica)、イプ
ス・チポグラフス(Ips typographus)、レマ・ビリネアタ(Lema bilineata)、レマ・メラ
ノプス(Lema melanopus)、レプチノタルサ・デセムリネアタ(Leptinotarsa decemlineata
)、リモニウス・カリフォルニクス(Limonius californicus)、リソロプトルス・オリゾフ
ィルス(Lissorhoptrus oryzophilus)、メラノツス・コムニス(Melanotus communis)、メ
リゲテス・アエネウス(Meligethes aeneus)、メロロンタ・ヒポカスタニ(Melolontha hip
pocastani)、メロロンタ・メロロンタ(Melolontha melolontha)、オウレマ・オリザエ(Ou
lema oryzae)、オチオリンクス・スルカツス(Otiorrhynchus sulcatus)、オチオリンクス
・オバツス(Otiorrhynchus ovatus)、ファエドン・コクレアリアエ(Phaedon cochleariae
)、フィロトレタ・クリソセファラ(Phyllotreta chrysocephala)、フィロファガ属の種(P
hyllophaga spp.)、フィロペルタ・ホルチコラ(Phyllopertha horticola)、フィロトレタ
・ネモルム(Phyllotreta nemorum)、フィロトレタ・ストリオラタ(Phyllotreta striolat
a)、ポピリア・ジャポニカ(Popillia japonica)、シトナ・リネアツス(Sitona lineatus)
及びシトフィルス・グラナリア(Sitophilus granaria);
双翅目の昆虫(双翅目(Diptera))、例えば、アエデス・アエギプチ(Aedes aegypti)、アエ
デス・ベキサンス(Aedes vexans)、アナストレファ・ルデンス(Anastrepha ludens)、ア
ノフェレス・マクリペニス(Anopheles maculipennis)、セラチチス・カピタタ(Ceratitis
 capitata)、クリソミア・ベジアナ(Chrysomya bezziana)、クリソミア・ホミニボラック
ス(Chrysomya hominivorax)、クリソミア・マセラリア(Chrysomya macellaria)、コンタ
リニア・ソルギコラ(Contarinia sorghicola)、コルジロビア・アントロポファガ(Cordyl
obia anthropophaga)、クレックス・ピピエンス(Culex pipiens)、ダクス・ククルビタエ
(Dacus cucurbitae)、ダクス・オレアエ(Dacus oleae)、ダシネウラ・ブラシカエ(Dasine
ura brassicae)、ファニア・カニクラリス(Fannia canicularis)、ガステロフィルス・イ
ンテスチナリス(Gasterophilus intestinalis)、グロシナ・モルシタンス(Glossina mors
itans)、ハエマトビア・イリタンス(Haematobia irritans)、ハプロジプロシス・エクエ
ストリス(Haplodiplosis equestris)、ヒレミア・プラツラ(Hylemyia platura)、ヒポデ
ルマ・リネアタ(Hypoderma lineata)、リリオミザ・サチバエ(Liriomyza sativae)、リリ
オミザ・トリフォリイ(Liriomyza trifolii)、ルキリア・カプリナ(Lucilia caprina)、
ルキリア・クプリナ(Lucilia cuprina)、ルキリア・セリカタ(Lucilia sericata)、リコ
リア・ペクトラリス(Lycoria pectoralis)、マイエチオラ・デストルクトル(Mayetiola d
estructor)、ムスカ・ドメスチカ(Musca domestica)、ムシナ・スタブランス(Muscina st
abulans)、オエストルス・オビス(Oestrus ovis)、オシネラ・フリット(Oscinella frit)
、ペゴミア・ヒソキアミ(Pegomya hysocyami)、フォルビア・アンチクア(Phorbia antiqu
a)、フォルビア・ブラシカエ(Phorbia brassicae)、フォルビア・コアルクタタ(Phorbia 
coarctata)、ラゴレチス・セラシ(Rhagoletis cerasi)、ラゴレチス・ポモネラ(Rhagolet
is pomonella)、タバヌス・ボビヌス(Tabanus bovinus)、チプラ・オレラセア(Tipula ol
eracea)及びチプラ・パルドサ(Tipula paludosa);
アザミウマ(総翅目(Thysanoptera))、例えば、ジクロモトリプス・コルベッティ(Dichrom
othrips corbetti)、ジクロモトリプス属の種(Dichromothrips sｐp.)、フランクリニエ
ラ・フスカ(Frankliniella fusca)、フランクリニエラ・オシデンタリス(Frankliniella 
occidentalis)、フランクリニエラ・トリチキ(Frankliniella tritici)、シルトリプス・
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キトリ(Scirtothrips citri)、トリプス・オリザエ(Thrips oryzae)、トリプス・パルミ(
Thrips palmi)及びトリプス・タバキ(Thrips tabaci);
膜翅目の昆虫(Hymenoptera)、例えばアタリア・ローゼ(Athalia rosae)、アッタ・セファ
ロテス(Atta cephalotes)、アッタ・セクスデンス(Atta sexdens)、アッタ・テキサナ(At
ta texana)、ホプロカンパ・マイヌータ(Hoplocampa minuta)、ホプロカンパ・テスツジ
ネア(Hoplocampa testudinea)、モノモリウム・ファラオニス(Monomorium pharaonis)、
ソレノプシス・ゲミナータ(Solenopsis geminata)及びソレノプシス・インビクタ(Soleno
psis invicta);
異翅類(Heteroptera)、例えば、アクロステルヌム・ヒラレ(Acrosternum hilare)、ブリ
サス・ロイコプテルス(Blissus leucopterus)、シルトペルチス・ノタツス(Cyrtopeltis 
notatus)、ディスデルクス・キングラツス(Dysdercus cingulatus)、ディスデルクス・イ
ンテルメジウス(Dysdercus intermedius)、エウリガステル・インテグリセプス(Eurygast
er integriceps)、エウシスツス・インピクチベントリス(Euschistus impictiventris)、
レプトグロッスス・フィロプス(Leptoglossus phyllopus)、リグス・リネオラリス(Lygus
 lineolaris)、リグス・プラテンシス(Lygus pratensis)、ネザラ・ビリデュラ(Nezara v
iridula)、ピエスマ・クアドラタ(Piesma quadrata)、ソルベア・インスラリス(Solubea 
insularis)及び、チアンタ・ペルジトル(Thyanta perditor);同翅類の昆虫(Homoptera)、
例えばアクリトシフォン・オノブリキス(Acrythosiphon onobrychis)、アデルゲス・ラリ
キス(Adelges laricis)、アフィズラ・ナスツルチ(Aphidula nasturtii)、アフィス・フ
ァバエ(Aphis fabae)、アフィス・フォルベシ(Aphis forbesi)、アフィス・ポミ(Aphis p
omi)、アフィス・ゴシピ(Aphis gossypii)、アフィス・グロスラリアエ(Aphis grossular
iae)、アフィス・シュネイデリ(Aphis schneideri)、アフィス・スピラエコラ(Aphis spi
raecola)、アフィス・サンブキ(Aphis sambuci)、アクリトシフォン・ピスム(Acyrthosip
hon pisum)、アウラコルツム・ソラニ(Aulacorthum solani)、ベミシア・アルゲンチフォ
リ(Bemisia argentifolii)、ブラチカウズス・カルズイ(Brachycaudus cardui)、ブラチ
カウズス・ヘリクリシ(Brachycaudus helichrysi)、ブラチカウズス・ペルシカエ(Brachy
caudus persicae)、ブラチカウズス・プルニコラ(Brachycaudus prunicola)、ブレビコリ
ネ・ブラシカエ(Brevicoryne brassicae)、カピトフォルス・ホルニ(Capitophorus horni
)、セロシファ・ゴシピ(Cerosipha gossypii)、カエトシフォン・フラガエフォリ(Chaeto
siphon fragaefolii)、クリプトミズス・リビス(Cryptomyzus ribis)、ドレイフシア・ノ
ルドマニアナエ(Dreyfusia nordmannianae)、ドレイフシア・ピセアエ(Dreyfusia piceae
)、ジサフィス・ラジコラ(Dysaphis radicola)、ジサウラコルツム・シュードソラニ(Dys
aulacorthum pseudosolani)、ジサフィス・プランタギネア(Dysaphis plantaginea)、ジ
サフィス・ピリ(Dysaphis pyri)、エンポアスカ・ファバエ(Empoasca fabae)、ヒアロプ
テルス・プルニ(Hyalopterus pruni)、ヒペロミズス・ラクツカエ(Hyperomyzus lactucae
)、マクロシフム・アベナエ(Macrosiphum avenae)、マクロシフム・エウホルビアエ(Macr
osiphum euphorbiae)、マクロシフォン・ロサエ(Macrosiphon rosae)、メゴウラ・ビキア
エ(Megoura viciae)、メラナフィス・ピラリウス(Melanaphis pyrarius)、メトポロフィ
ウム・ジローズム(Metopolophium dirhodum)、ミズス・ペルシカエ(Myzus persicae)、ミ
ズス・アスカロニクス(Myzus ascalonicus)、ミズス・セラシ(Myzus cerasi)、ミズス・
ペルシカエ(Myzus persicae)、ミズス・バリアンス(Myzus varians)、ナソノビア・リビ
ス-ニグリ(Nasonovia ribis-nigri)、ニラパルバタ・ルゲンス(Nilaparvata lugens)、ペ
ムフィグス・ブルサリウス(Pemphigus bursarius)、パーキンシエラ・サッカリキダ(Perk
insiella saccharicida)、ホロドン・フミリ(Phorodon humili)、プシラ・マリ(Psylla m
ali)、プシラ・ピリ(Psylla piri)、ロパロミズス・アスカロニクス(Rhopalomyzus ascal
onicus)、ロパロシフム・マイジス(Rhopalosiphum maidis)、ロパロシフム・パジ(Rhopal
osiphum padi)、ロパロシフム・インセルツム(Rhopalosiphum insertum)、サッパフィス
・マラ(Sappaphis mala)、サッパフィス・マリ(Sappaphis mali)、シザフィス・グラミヌ
ム(Schizaphis graminum)、シゾネウラ・ラヌジノサ(Schizoneura lanuginosa)、シトビ
オン・アベナエ(Sitobion avenae)、ソガテッラ・フルシフェラ(Sogatella furcifera)、
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トリアロイロデス・バポラリオルム(Trialeurodes vaporariorum)、トキソプテラ・アウ
ランチアンド(Toxoptera aurantiiand)、及びビテウス・ビチフォリイ(Viteus vitifolii
);
シロアリ(Isoptera)、例えばカロテルメス・フラビコリス(Calotermes flavicollis)、ロ
イコテルメス・フラビペス(Leucotermes flavipes)、レチキュリテルメス・フラビペス(R
eticulitermes flavipes)、レチキュリテルメス・ルシファガス(Reticulitermes lucifug
us)及びテルメス・ナタレンシス(Termes natalensis);
直翅目(Orthoptera)、例えば、アケタ・ドメスティカ(Acheta domestica)、ブラッタ・オ
リエンタリス(Blatta orientalis)、ブラテッラ・ゲルマニカ(Blattella germanica)、フ
ォルフィクラ・アウリクラリア(Forficula auricularia)、グリロタルパ・グリロタルパ(
Gryllotalpa gryllotalpa)、ロクスタ・ミグラトリア(Locusta migratoria)、メラノプラ
ス・ビビタツス(Melanoplus bivittatus)、メラノプラス・フムルールブラム(Melanoplus
 femurrubrum)、メラノプラス・メキシカヌス(Melanoplus mexicanus)、メラノプラス・
サングイニペス(Melanoplus sanguinipes)、メラノプラス・スプレツス(Melanoplus spre
tus)、ノマダクリス・セプテムファシアタ(Nomadacris septemfasciata)、ペリプラネタ
・アメリカナ(Periplaneta Americana)、シストセルカ・アメリカナ(Schistocerca ameri
cana)、シストセルカ・ペレグリナ(Scistocerca peregrina)、スタウロノトゥス・マロカ
ヌス(Stauronotus maroccanus)、及びタキシネス・アシナモラス(Tachycines asynamorus
);
クモ形類動物などのクモ類(コナダニ)、例えば、ヒメダニ科(Argasidae)、マダニ科(Ixod
idae)及びヒゼンダニ科(Sarcoptidae)、例えば、アンブリオマ・アメリカヌム(Amblyomma
 americanum)、アンブリオマ・バリエガツム(Amblyomma variegatum)、アルガス・ペルシ
クス(Argas persicus)、ボーフィルス・アヌラツス(Boophilus annulatus)、ボーフィル
ス・デコロラツス(Boophilus decoloratus)、ボーフィルス・ミクロプルス(Boophilus mi
croplus)、デルマセントル・シルバルム(Dermacentor silvarum)、ヒアローマ・トルンカ
ツム(Hyalomma truncatum)、イクソデス・リキヌス(Ixodes ricinus)、イクソデス・ルビ
クンズス(Ixodes rubicundus)、オルニトドルス・モウバタ(Ornithodorus moubata)、オ
トビウス・メグニニ(Otobius megnini)、デルマニススス・ガリナエ(Dermanyssus gallin
ae)、プソロプテス・オビス(Psoroptes ovis)、リピセファルス・アペンジクラツス(Rhip
icephalus appendiculatus)、リピセファルス・エベルトシ(Rhipicephalus evertsi)、サ
ルコプテス・スカビエイ(Sarcoptes scabiei)、並びにフシダニ属の種(Eriophyidae)、例
えば、アクルス・シレクテンダリ(Aculus schlechtendali)、フィロコプトラタ・オレイ
ボラ(Phyllocoptrata oleivora)、及びエリオフィエス・シェルドニ(Eriophyes sheldoni
);タルソネミダエ属の種(Tarsonemidae spp.)、例えば、フィトネムス・パリズス(Phyton
emus pallidus)及びポリファゴタルソネムス・ラツス(Polyphagotarsonemus latus);ヒメ
ハダニ属の種(Tenuipalpidae spp.)、例えば、ブレビパルプス・フォエニキス(Brevipalp
us phoenicis);ハダニ属の種(Tetranychidae spp.)、例えば、テトラニクス・キンナバリ
ヌス(Tetranychus cinnabarinus)、テトラニクス・カンザワイ(Tetranychus kanzawai)、
テトラニクス・パキフィクス(Tetranychus pacificus)、テトラニクス・テラリウス(Tetr
anychus telarius)及びテトラニクス・ウルティカエ(Tetranychus urticae)、パノニクス
・ウルミ(Panonychus ulmi)、パノニクス・キトリ(Panonychus citri)、及びオリゴニク
ス・プラテンシス(Oligonychus pratensis);
ノミ目、例えばゼノサイラ・ケオプシス(Xenopsylla cheopsis)、ナガノミ属の種(Cerato
phyllus spp.)。
【０２４７】
　本発明の混合物は、線虫、特に、植物寄生線虫、例えば根こぶ線虫、メロイドギュネ・
ハルパ(Meloidogyne hapla)、メロイドギュネ・インコグニタ(Meloidogyne incognita)、
メロイドギュネ・ヤウァニカ(Meloidogyne javanica)及び他のメロイドギュネ属の種(Mel
oidogyne species);シスト形成線虫、グロボデラ・ロストキエンシス(Globodera rostoch
iensis)、及び他のグロボデラ属の種(Globodera species)；ヘテロデラ・アウェナエ(Het
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erodera avenae)、ヘテロデラ・グリュキネス(Heterodera glycines)、ヘテロデラ・スカ
クティイ(Heterodera schachtii)、ヘテロデラ・トリフォリイ(Heterodera trifolii)、
及び他のヘテロデラ属の種(Heterodera species);種こぶ線虫、アングイナ属の種(Anguin
a species);茎及び葉の線虫、アペレンコイデス属の種(Aphelenchoides species);刺す線
虫、ベロノライムス・ロンギカウダトゥス(Belonolaimus longicaudatus)及び他のベロノ
ライムス属の種(Belonolaimus species);松線虫、ブルサペレンクス・クシュロピルス(Bu
rsaphelenchus xylophilus)及び他のブルサペレンクス属の種(Bursaphelenchus species)
;輪状線虫、クリコネマ属の種(Criconema species)、クリコネメッラ属の種(Criconemell
a species)、クリコネモイデス属の種(Criconemoides species)、メソクリコネマ属の種(
Mesocriconema species);茎及び球根の線虫、ディチュレンクス・デストルクトル(Dityle
nchus destructor)、ディチュレンクス・ディプサキ(Ditylenchus dipsaci)、及び他のデ
ィチュレンクス属の種(Ditylenchus species);オール(awl)線虫、ドリコドルス属の種(Do
lichodorus species);螺旋状線虫、ヘリコチュレンクス・ムルティキンクトゥス(Helicot
ylenchus multicinctus)及び他のヘリコチュレンクス属の種(Helicotylenchus species);
鞘型線虫、ヘミキュクリオポラ属の種(Hemicycliophora species)及びヘミクリコネモイ
デス属の種(Hemicriconemoides species);ヒルスマンニエッラ属の種(Hirshmanniella sp
ecies);ランス(lance)線虫、ホプロライムス属の種(Hoplolaimus species);疑似根こぶ線
虫、ナコッブス属の種(Nacobbus species);針状線虫、ロンギドルス・エロンガテス(Long
idorus elongates)及び他のロンギドルス属の種(Longidorus species);ピン状(pin)線虫
、パラチュレンクス属の種(Paratylenchus species);病変(lesion)線虫、プラチュレンク
ス・ネグレクトゥス(Pratylencus neglectus)、プラチュレンクス・ペネトランス(Pratyl
enchus penetrans)、プラチュレンクス・クルビタトゥス(Pratylenchus curvitatus)、プ
ラチュレンクス・ゴーデリ(Pratylenchus goodeyi)及び他のプラチュレンクス属の種(Pra
tylenchus species);穿孔線虫、ラドポルス・シミリス(Radopholus similis)及び他のラ
ドポルス属の種(Radopholus species);腎形線虫、ロチュレンクス・ロボストゥス(Rotyle
nchus robostus)及び他のロチュレンクス属の種(Rotylenchus species);スクテッロネマ
属の種(Scutellonema species);太根(stubby root)線虫、トリコドルス・プリミティウス
(Trichodorus primitives)及び他のトリコドルス属の種(Trichodorus species);パラトリ
コドルス属の種(Paratrichodorus species);萎縮(stunt)線虫、チュレンコリュンクス・
クラュトニ(Tylenchorhynchus claytoni)、チュレンコリュンクス・デュビウス(Tylencho
rhynchus dubius)及び他のチュレンコリュンクス属の種(Tylenchorhynchus species);か
んきつ類線虫、チュレンクルス・セミペネトランス(Tylenchulus semipenetrans)及び他
のチュレンクルス属の種(Tylenchulus species);ダガー(dagger)線虫、クシピネマ属の種
(Xiphinema species);及び他の植物寄生線虫種の防除のために有用である。
【０２４８】
　本発明の好ましい実施形態では、本発明の混合物は、昆虫又は蛛形類、特に鱗翅目、鞘
翅目、総翅目及び同翅目の昆虫及びダニ目の蛛形類を防除するために用いられる。本発明
の混合物は、総翅目及び同翅目の昆虫を防除するために特に有用である。
【０２４９】
　本発明の混合物は、防除する有害生物に対して相乗作用を示す。相乗作用は、二つ以上
の化合物の混合物の組合せ効果が、各化合物の個々の効果の合計より大きい相互作用とし
て、記載することができる。二つの混合パートナー(X及びY)間の防除百分率による相乗効
果の存在は、Colby式(Colby, S. R.、1967年、Calculating Synergistic and Antagonist
ic Responses in Herbicide Combinations、Weeds、15巻、20～22頁)を用いて計算するこ
とができる:
【数１】

【０２５０】
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　Colbyの式で、X及びYは、所与の濃度で個々の化合物で観察される防除百分率である。E
は、化合物が単独施用の同じ濃度で一緒に施用される場合の、相乗作用がない場合に予想
される、期待される組合せ防除効果である。混合物で観察される防除効果(すなわち観察
される組合せ防除効果)がColbyの式から計算されるような期待される組合せ防除効果(E)
より大きいならば、観察される効果は相乗的である。
【実施例】
【０２５１】
　活性化合物混合物の期待される効力は、Colbyの式[R.S. Colby、「Calculating synerg
istic and antagonistic responses of herbicide combinations」、Weeds 15巻、20～22
頁(1967年)]を用いて決定されて、観察された効力と比較された。
【０２５２】
　マイクロテスト
　活性化合物は、ジメチルスルホキシド中に10000ppmの濃度を有する保存溶液として別々
に製剤化された。
【０２５３】
　式Iの化合物は、市販の完成した製剤として用いられ、活性化合物の規定の濃度まで水
で希釈された。
【０２５４】
(実施例1)
　マイクロタイター試験での疫病病原体フィトフトラ・インフェスタンスに対する活性(P
hytin)
　保存溶液を比率に従って混合し、マイクロタイタープレート(MTP)にピペットで加え、
規定の濃度まで水で希釈した。エンドウ豆ジュースをベースにした水性栄養培地を含むフ
ィトフトラ・インフェスタンスの胞子懸濁液を次に加えた。プレートを、18℃の温度の水
蒸気飽和チャンバーに置いた。吸収光度計を用いて、接種の7日後にMTPを405nmで測定し
た。測定したパラメータを、活性化合物を含まない対照変形体(100%)の成長及び菌及び活
性化合物を含まないブランク値と比較して、それぞれの活性化合物中の病原体の%での相
対成長を決定した。これらの百分率を効力に変換した。効力0は、病原体の成長レベルが
未処理対照のそれに対応することを意味し;効力100は、病原体が成長していなかったこと
を意味する。試験結果を、表1に示す。
【表３】

【０２５５】
(実施例2)
　セプトリア・トリチシ(Septoria tritici)に起因する小麦の葉枯病に対する活性(Septt
r)
　保存溶液を比率に従って混合し、マイクロタイタープレート(MTP)にピペットで加え、
規定の濃度まで水で希釈した。水性バイオモルト溶液中のセプトリア・トリチシの胞子懸
濁液を次に加えた。プレートを、18℃の温度の水蒸気飽和チャンバーに置いた。吸収光度
計を用いて、接種の7日後にMTPを405nmで測定した。測定したパラメータを、活性化合物
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を含まない対照変形体(100%)の成長及び菌及び活性化合物を含まないブランク値と比較し
て、それぞれの活性化合物中の病原体の%での相対成長を決定した。これらの百分率を効
力に変換した。効力0は、病原体の成長レベルが未処理対照のそれに対応することを意味
し;効力100は、病原体が成長していなかったことを意味する。試験結果を表2に示す。
【表４】

【０２５６】
(実施例3)
　アルテルナリア・ソラニ(Alternaria solani)に対する活性(Alteso)
　保存溶液を比率に従って混合し、マイクロタイタープレート(MTP)にピペットで加え、
規定の濃度まで水で希釈した。水性バイオモルト溶液中のアルテルナリア・ソラニの胞子
懸濁液を次に加えた。プレートを、18℃の温度の水蒸気飽和チャンバーに置いた。吸収光
度計を用いて、接種の7日後にMTPを405nmで測定した。測定したパラメータを、活性化合
物を含まない対照変形体(100%)の成長及び菌及び活性化合物を含まないブランク値と比較
して、それぞれの活性化合物中の病原体の%での相対成長を決定した。これらの百分率を
効力に変換した。効力0は、病原体の成長レベルが未処理対照のそれに対応することを意
味し;効力100は、病原体が成長していなかったことを意味する。試験結果を表3に示す。

【表５】

【０２５７】
　試験結果は、強力な相乗作用によって、本発明による混合物の活性が、Colbyの式を用
いて予測されたよりかなり高いことを示す。本発明の実施形態として例えば以下を挙げる
ことができる。
［実施形態１］
　1)式I
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【化３】

の殺虫性化合物、並びに
　2)以下のAからAbの群の化合物
　A)アゾキシストロビン、クメトキシストロビン、クモキシストロビン、ジモキシストロ
ビン、エネストロブリン、フルオキサストロビン、クレソキシムメチル、メトミノストロ
ビン、オリザストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビン、ピラメトストロビ
ン、ピラオキシストロビン、ピリベンカルブ、トリフロキシストロビン、2-[2-(2,5-ジメ
チル-フェノキシメチル)-フェニル]-3-メトキシ-アクリル酸メチルエステル及び2(2-(3-(
2,6-ジクロロフェニル)-1-メチル-アリリデンアミノオキシメチル)-フェニル)-2-メトキ
シイミノ-N-メチルアセトアミドからなる群から選択されるストロビルリン殺菌剤;
　B)フルキサピロキサド、ビキサフェン、ペンフルフェン、ペンチオピラド、イソピラザ
ム、セダキサン、ベナラキシル、ベナラキシル-M、ベノダニル、ボスカリド、カルボキシ
ン、フェンフラム、フェンヘキサミド、フルトラニル、フラメトピル、イソチアニル、キ
ララキシル、メプロニル、メタラキシル、オフレース、オキサジキシル、オキシカルボキ
シン、テクロフタラム、チフルザミド、チアジニル、2-アミノ-4メチル-チアゾール-5-カ
ルボキシアニリド、N-(4'-トリフルオロメチルチオビフェニル-2-イル)-3-ジフルオロメ
チル-1-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド及びN-(2-(1,3,3-トリメチル-ブチル)-
フェニル)-1,3-ジメチル-5-フルオロ-1H-ピラゾール-4カルボキサミドからなる群から選
択されるカルボキシアニリド;
　C)ジメトモルフ、フルモルフ及びピリモルフからなる群から選択されるカルボン酸モル
ホリド;
　Cc)チオファネート、チオファネートメチル、ベノミル、カルベンダジム、デバカルブ
、フロファネート及びチアベンダゾールからなる群から選択されるベンズイミダゾール又
はベンズイミダゾール放出前駆体;
　D)フルメトベル、フルオピコリド、フルオピラム、ゾキサミドからなる群から選択され
る安息香酸アミド;
　E)カルプロパミド、ジシクロメット、マンジプロアミド、オキシテトラサイクリン、シ
ルチオファム及びN-(6-メトキシ-ピリジン-3-イル)シクロプロパンカルボン酸アミドから
なる群から選択されるカルボキサミド;
　F)トリアゾール殺菌剤のアザコナゾール、ビテルタノール、ブロムコナゾール、シプロ
コナゾール、ジフェノコナゾール、ジニコナゾール、ジニコナゾール-M、エポキシコナゾ
ール、フェンブコナゾール、フルキンコナゾール、フルシラゾール、フルトリアホル、ヘ
キサコナゾール、イミベンコナゾール、イプコナゾール、メトコナゾール、ミクロブタニ
ル、オキシポコナゾール、パクロブトラゾール、ペンコナゾール、プロピコナゾール、プ
ロチオコナゾール、シメコナゾール、テブコナゾール、テトラコナゾール、トリアジメホ
ン、トリアジメノール、トリチコナゾール、ウニコナゾール;イミダゾール殺菌剤のシア
ゾファミド、イマザリル、ペフラゾエート、プロクロラズ、トリフルミゾール;並びにア
ゾールのエタボキサム、エトリジアゾール、ヒメキサゾール及び2-(4-クロロフェニル)-N
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-[4-(3,4-ジメトキシフェニル)イソキサゾール-5-イル]-2-プロパ-2-イニロキシアセタミ
ドからなる群から選択されるアゾール殺菌剤;
　G)フルアジナム、ピリフェノックス、3-[5-(4-クロロフェニル)-2,3-ジメチル-イソキ
サゾリジン-3-イル]-ピリジン、3-[5-(4-メチルフェニル)-2,3-ジメチル-イソキサゾリジ
ン-3-イル]-ピリジンからなる群から選択されるピリジン;
　H)ブピリメート、シプロジニル、ジフルメトリム、フェナリモル、フェリムゾン、メパ
ニピリム、ニトラピリン、ヌアリモル、ピリメタニルからなる群から選択されるピリミジ
ン;
　I)トリホリンからなる群から選択されるピペラジン;
　J)フェンピクロニル、フルジオキソニルからなる群から選択されるピロール;
　K)アルジモルフ、ドデモルフ、ドデモルフアセテート、フェンプロピモルフ、トリデモ
ルフからなる群から選択されるモルホリン;
　L)フェンプロピジンからなる群から選択されるピペリジン;
　M)フルオロイミド、イプロジオン、プロシミドン、ビンクロゾリンからなる群から選択
されるジカルボキシイミド;
　N)ファモキサドン、フェナミドン、フルチアニル、オクチリノン、プロベナゾール、5-
アミノ-2-イソプロピル-3-オキソ-4-オルト-トリル-2,3-ジヒドロピラゾール-1-カルボチ
オ酸S-アリルエステルからなる群から選択される非芳香族5員複素環;
　O)アシベンゾラル-S-メチル、アメトクトラジン、アミスルブロム、アニラジン、ブラ
ストサイジン-S、キャプタホル、キャプタン、キノメチオネート、ダゾメット、ジクロメ
ジン、ジフェンゾコート、ジフェンゾコートメチルスルフェート、フェノキサニル、ホル
ペット、オキソリン酸、ピペラリン、プロキナジド、ピロキロン、キノキシフェン、トリ
アゾキシド、トリシクラゾール、2-ブトキシ-6-ヨード-3-プロピルクロメン-4-オン、5-
クロロ-1-(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イル)-2-メチル-1H-ベンゾイミダゾール及び5-
クロロ-7-(4-メチルピペリジン-1-イル)-6-(2,4,6-トリフルオロフェニル)-[1,2,4]トリ
アゾロ[1,5-a]ピリミジンからなる群から選択される殺菌剤;
　P)ファーバム、マンコゼブ、マンネブ、メタム、メタスルホカルブ、メチラム、プロピ
ネブ、チラム、ジネブ及びジラムからなる群から選択されるチオ-及びジチオカーバメー
ト;
　Q)ベンチアバリカルブ、ジエトフェンカルブ、イプロバリカルブ、プロパモカルブ、プ
ロパモカルブ塩酸塩、バリフェナレート及びN-(1-(1-(4-シアノ-フェニル)エタンスルホ
ニル)-ブタ-2-イル)カルバミン酸-(4-フルオロフェニル)エステルからなる群から選択さ
れるカルバミン酸エステル;
　R)グアニジン、ドジン、ドジン遊離塩基、グアザチン、グアザチン酢酸塩、イミノクタ
ジン、イミノクタジン三酢酸塩及びイミノクタジントリス(アルベシレート)からなる群か
ら選択されるグアニジン殺菌剤;
　S)カスガマイシン、カスガマイシン塩酸塩水和物、ストレプトマイシン、ポリオキシン
及びバリダマイシンAからなる群から選択される抗生物質殺菌剤;
　T)ビナパクリル、ジクロラン、ジノブトン、ジノキャップ、ニトロタール-イソプロピ
ル及びテクナゼンからなる群から選択されるニトロフェニル誘導体、
　U)フェンチン塩、例えばフェンチン-アセテート、フェンチンクロリド又はフェンチン
ヒドロキシドからなる群から選択される有機金属化合物;
　V)ジチアノン、イソプロチオランからなる含硫ヘテロシクリル化合物;
　W)エジフェンホス、ホセチル、ホセチル-アルミニウム、イプロベンホス、リン酸及び
その塩、ピラゾホス、トルクロホスメチルからなる群から選択される有機リン化合物;
　X)クロロタロニル、ジクロフルアニド、ジクロロフェン、フルスルファミド、ヘキサク
ロロベンゼン、ペンシクロン、ペンタクロルフェノール及びその塩、フタリド、キントゼ
ン、トリルフルアニド、N-(4-クロロ-2-ニトロフェニル)-N-エチル-4-メチル-ベンゼンス
ルホンアミドからなる群から選択される有機塩素化合物;
　Y)ボルドー液、酢酸銅、水酸化銅、オキシ塩化銅、塩基性硫酸銅、硫黄からなる群から
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選択される無機活性物質;
　Z)アンペロミセス・キスカリス(Ampelomyces quisqualis)、アスペルギルス・フラブス
(Aspergillus flavus)、オーレオバシジウム・プルラン(Aureobasidium pullulans)、バ
シラス・プミルス(Bacillus pumilus)、枯草菌(Bacillus subtilis)、枯草菌var.アミロ
リクファシエンス(amyloliquefaciens) FZB24、カンジダ・オレオフィラ(Candida oleoph
ila) I-82、カンジダ・サイトアーナ(Candida saitoana)、クロノスタキス・ロゼアf.カ
テヌラータ(Clonostachys rosea f. catenulata)、グリオクラディウム・カテヌラータム
(Gliocladium catenulatum)とも呼ばれる、コニオチリウム・ミニタンス(Coniothyrium m
initans)、クリフォネクトリア・パラジティカ(Cryphonectria parasitica)、クリプトコ
ックス・アルビドゥス(Cryptococcus albidus)、フザリウム・オキシスポラム(Fusarium 
oxysporum)、メチニコウィア・フラクチコーラ(Metschnikowia fructicola)、ミクロドキ
ウム・ジメラム(Microdochium dimerum)、フレビオプシス・ジャイギャンテア(Phlebiops
is gigantea)、シュードジマ・フロキュローザ(Pseudozyma flocculosa)、ピチウム・オ
リガンドラム(Pythium oligandrum) DV74、レイノウトリア・サハリネンシス(Reynoutria
 sachlinensis)、タラロミセス・フラブス(Talaromyces flavus) V117b、トリコデルマ・
アスペレラム(Trichoderma asperellum) SKT-1、T.アトロビリデ(T. atroviride) LC52、
T.ハルジアナム(T. harzianum) T-22、T.ハルジアナムTh 35、T.ハルジアナムT-39、T.ハ
ルジアナム、及びT.ビリデ(T. viride)、T.ハルジアナムICC012とT.ビリデICC080、T.ポ
リスポラム(T. polysporum)とT.ハルジアナム、T.ストロマチカム(T. stromaticum)、T.
ビレンス(T. virens) GL-21、T.ビリデ、T.ビリデTV1、ウロクラジウム・ウデマンシー(U
locladium oudemansii) HRU3からなる群から選択される抗菌性生物防除剤、植物生体活性
剤;並びに
　Ab)ビフェニル、ブロノポール、シフルフェナミド、シモキサニル、ジフェニルアミン
、メトラフェノン、ピリオフェノン、ミルジオマイシン、オキシン銅、プロヘキサジオン
カルシウム、スピロキサミン、テブフロキン、トリルフルアニド、N-(シクロプロピルメ
トキシイミノ-(6-ジフルオロ-メトキシ-2,3-ジフルオロフェニル)-メチル)-2-フェニルア
セトアミド、N'-(4-(4-クロロ-3-トリフルオロメチルフェノキシ)-2,5-ジメチル-フェニ
ル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、N'-(4-(4-フルオロ-3-トリフルオロメチル-フェノ
キシ)-2,5-ジメチルフェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、N'-(2-メチル-5-トリフ
ルオロメチル-4-(3-トリメチルシラニル-プロポキシ)-フェニル)-N-エチル-N-メチルホル
マミジン、N'-(5-ジフルオロメチル-2-メチル-4-(3-トリメチルシラニル-プロポキシ)-フ
ェニル)-N-エチル-N-メチルホルマミジン、2-{1-[2-(5-メチル-3-トリフルオロメチル-ピ
ラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-チアゾール-4-カルボン酸メチル-(1,2
,3,4-テトラヒドロ-ナフタレン-1-イル)-アミド、2-{1-[2-(5-メチル-3-トリフルオロメ
チル-ピラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-チアゾール-4-カルボン酸メチ
ル-(R)-1,2,3,4-テトラヒドロ-ナフタレン-1-イル-アミド、メトキシ酢酸6-tert-ブチル-
8-フルオロ-2,3-ジメチル-キノリン-4-イルエステル及びN-メチル-2-{1-[(5-メチル-3-ト
リフルオロ-メチル-1H-ピラゾール-1-イル)-アセチル]-ピペリジン-4-イル}-N-[(1R)-1,2
,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-イル]-4-チアゾールカルボキサミドからなる群から選択
される殺菌剤
から選択される少なくとも一つの殺菌化合物II
を相乗的に有効な量で含む混合物。
［実施形態２］
　殺菌化合物IIがストロビルリン殺菌剤から選択され、さらにストロビルリン殺菌剤が、
アゾキシストロビン、クメトキシストロビン、クモキシストロビン、ジモキシストロビン
、エネストロブリン、フルオキサストロビン、クレソキシムメチル、メトミノストロビン
、オリザストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビン、ピラメトストロビン、
ピラオキシストロビン、ピリベンカルブ及びトリフロキシストロビンからなる群から選択
される、実施形態1に記載の混合物。
［実施形態３］
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　殺菌化合物IIが、アゾキシストロビン、ジモキシストロビン、エネストロブリン、フル
オキサストロビン、クレソキシムメチル、メトミノストロビン、オリザストロビン、ピコ
キシストロビン、ピラクロストロビン、ピリベンカルブ及びトリフロキシストロビンから
なる群から選択される、実施形態2に記載の混合物。
［実施形態４］
　殺菌化合物IIが、ジモキシストロビン、エネストロブリン、メトミノストロビン及びピ
ラクロストロビンからなる群から選択され、好ましくはピラクロストロビンである、実施
形態3に記載の混合物。
［実施形態５］
　殺菌化合物IIが、ビキサフェン、ボスカリド、フルキサピロキサド、イソピラザム、ペ
ンフルフェン、ペンチオピラド、セダキサン、メタラキシル及びオフレースから選択され
る、実施形態1に記載の混合物。
［実施形態６］
　殺菌化合物IIが、ビキサフェン、フルキサピロキサド、イソピラザム、ペンフルフェン
及びセダキサンから選択され、好ましくはフルキサピロキサドである、実施形態5に記載
の混合物。
［実施形態７］
　殺菌化合物IIが、ジメトモルフ、フルモルフ、フルオピコリド(ピコベンザミド)及びゾ
キサミドからなる群から選択される、実施形態1に記載の混合物。
［実施形態８］
　殺菌化合物IIが、フルモルフ及びゾキサミドから選択される、実施形態7に記載の混合
物。
［実施形態９］
　殺菌化合物IIが、シプロコナゾール、ジフェノコナゾール、エポキシコナゾール、フル
キンコナゾール、フルシラゾール、フルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、
イマザリル、メトコナゾール、ミクロブタニル、ペンコナゾール、プロピコナゾール、プ
ロチオコナゾール、トリアジメホン、トリアジメノール、テブコナゾール、テトラコナゾ
ール、トリチコナゾール、プロクロラズ、シアゾファミド及びエタボキサムからなる群か
ら選択される、実施形態1に記載の混合物。
［実施形態１０］
　殺菌化合物IIが、ジフェノコナゾール、エポキシコナゾール、フルキンコナゾール、フ
ルトリアホル、ヒメキサゾール、イプコナゾール、イマザリル、メトコナゾール、プロチ
オコナゾール、トリアジメノール、テトラコナゾール、トリチコナゾール、シアゾファミ
ド及びエタボキサムから選択される、実施形態9に記載の混合物。
［実施形態１１］
　殺菌化合物IIが、ピリメタニル、フルジオキソニル、シルチオファム、イプロジオン、
メチラム及びチラムからなる群から選択される、実施形態1に記載の混合物。
［実施形態１２］
　殺菌化合物IIが、枯草菌株NRRL番号B-21661、バシラス・プミルス株NRRL番号B-30087及
びウロクラジウム・ウデマンシーからなる群から選択される、実施形態1に記載の混合物
。
［実施形態１３］
　殺菌化合物IIが、ピラクロストロビン及びフルキサピロキサドから選択される、実施形
態1から12のいずれかに記載の混合物。
［実施形態１４］
　化合物I:IIの重量比が1:500から1500:1、好ましくは1:1から1500:1である、実施形態1
から13のいずれかに記載の混合物。
［実施形態１５］
　液体又は固体の担体及び実施形態1から14のいずれかに記載の混合物を含む、殺有害生
物組成物。
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［実施形態１６］
　植物の健康を向上させ、及び/又は収量を増加させるための方法であって、植物、植物
が成長するか、成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖材料が、実施形態
1から14のいずれかに記載の混合物の有効量で処理される方法。
［実施形態１７］
　有害生物を防除するための方法であって、有害生物、それらの生息地、供給食物、繁殖
場、それらの場所又は有害生物による攻撃から保護すべき植物、土又は植物増殖材料が、
実施形態1から14のいずれかに記載の混合物の有効量で処理される方法。
［実施形態１８］
　植物増殖材料及び/又はそこから成長する植物を有害生物から保護するための方法であ
って、植物増殖材料を、実施形態1から14のいずれかに記載の混合物と殺有害生物剤とし
て有効な量で接触させることを含む方法。
［実施形態１９］
　実施形態1から14のいずれかに記載の化合物が同時に、すなわち一緒に若しくは別々に
、又は連続して施用される、実施形態16から18のいずれかに記載の方法。
［実施形態２０］
　実施形態1から14のいずれかに記載の混合物を、100kgの植物増殖材料につき0.01gから1
0kgの量で含む植物増殖材料。
［実施形態２１］
　植物の健康を向上させ、及び/又は収量を増加させるための方法であって、植物、植物
が成長するか、成長すると予想される場所又は植物が成長する植物増殖材料が、式I

【化４】

の化合物の有効量で処理される方法。
［実施形態２２］
　植物の健康を向上させるための、実施形態1から14のいずれかに記載の混合物の使用。
［実施形態２３］
　有害生物を防除するための、実施形態1から14のいずれかに記載の混合物の使用。
［実施形態２４］
　有害生物が植物病原性菌類及び有害無脊椎動物から選択される、実施形態17から19のい
ずれかに記載の方法又は実施形態23に記載の使用。
［実施形態２５］
　有害無脊椎動物が、有害節足動物、好ましくは昆虫である、実施形態24に記載の方法又
は使用。
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